
LTS-10058-B 

測定方法

外観

【許容差】

外形寸法    （W x L） mm ±0.7 ノギス

                （T） mm ±0.30 マイクロメータ

発光部寸法 （W x L） mm ±0.5 ノギス

重量　（参考値） g ±10% 電子天秤

使用温度範囲 ℃ －

保存温度範囲 ℃ －

相関色温度 K ±15% 積分球、分光放射計(CS-2000）

全光束 lm ±15% 積分球、分光放射計(CS-2000）

輝度 cd/m2 ±15% 2次元輝度計（UA-1000A）

輝度面内ばらつき % － （標準偏差/平均輝度）

平均演色評価数 Ra ±10% 積分球、分光放射計(CS-2000）

色度座標　(x,y) ±0.020 2次元輝度計（UA-1000A）

定格電流 A ±0.01 0.56 デジタルマルチメータ

定格電圧 V － デジタルマルチメータ

定格電力 W － 定格電流 x 定格電圧

電力効率 lm/w － 全光束/(定格電力)

( L0=3,000 cd/m2 ) h －

( L0=4,700 cd/m2 ) h －

161115

輝度寿命
 LT70

40,000

15,000

8.9 9.2

2.1 5.4 5.2

45

4,700

≦20

80

（0.456, 0.398)

0.24 0.59

5 ～ 40

-20 ～ 50

2,800
（電球色）

95 240 230

2.10 2.30

81.2 x 81 128.4 x 128.4 269.8 x58.4

43 107 105

97.6 x 97.6 145 x 145 287 x 74

照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P11 シリーズ--

モデル スタンダードパネル

項目 ／ 形名 　P11A0000L-A14A 　P11B0000L-A14A 　P11D0000L-A14A

*2

*3

*4

*1

 ： lumiotec-support@lumiotec.com 
 ： http://www.lumiotec.com 

E-mail 
Web Site 

形名構成 B 00 00 - A 1 4 A 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

（例） P11 L 
① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑨ 

（例） 

注）上記以外の端子パッドの位置やリード線付きパネルについてはお問合せください。 

*1  表中の数値は予告なく変更する場合があります。表中の特性値は、特に記載の無い場合、定格電流で駆動させたときの値です。 
*2  パネル表面温度が60℃以下となるような環境でご使用下さい。 
*3  電流値に応じた電圧値となります。 電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。 パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。 
   （短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。 パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。） 
   電圧はパネル温度により変動します。 定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。 
*4 寿命は代表値であり、保証値ではありません。 

構 成 内 容 
① 品種 上記の性能一覧による 
② 形状・寸法 上記の性能一覧による 
③ 管理番号 
④ 管理番号 
⑤ 光源色 L： 電球色 
⑥ 電極構造 A 
⑦ 均熱放熱板種類 1 
⑧ 表面フィルム種類 4 
⑨ 接続形式 A：リード線なし/長辺中央取出し 

  

 

正面 背面 正面 背面

P11*0000L-A14A (*=A , B) P11D0000L-A14A

外観
97.6 x 97.6 , 145 x 145 (mm) 287 x 74  (mm)


型名構成



														（Ex.）		P11		B		00		00		L		-		A		1		4		A

																①		②		③		④		⑤				⑥		⑦		⑧		⑨



						構　成 カマエ シゲル		内　容 ウチ カタチ

				①		品種 ヒンシュ		上記性能一覧表による ジョウキ セイノウ イチラン ヒョウ

				②		形状・寸法 ケイジョウ スンポウ		上記性能一覧表による ジョウキ セイノウ イチラン ヒョウ

				③		管理番号 カンリ バンゴウ

				④		管理番号 カンリ バンゴウ

				⑤		光源色 コウゲン ショク		L：電球色 デンキュウ イロ

				⑥		電極構造 デンキョク コウゾウ		A

				⑦		均熱放熱板種類 キンネツ ホウネツバン シュルイ		1

				⑧		表面フィルム種類 ヒョウメン シュルイ		4

				⑨		接続形式 セツゾク ケイシキ		A





P11性能一覧表(英語)_Rev.B

				Specifications of OLED Lighting Panels --P11 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P11A0000L-A14A				　P11B0000L-A14A				　P11D0000L-A14A				Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		97.6 x 97.6				145 x 145				287 x 74				Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.10				2.30								Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		81.2 x 81				128.4 x 128.4				269.8 x58.4				Caliper

				Weight				g		±10%		43				107				105				Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		2,800
（Lamp Color）												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		95				240				230				Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		4,700												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20												（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		80												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.020		（0.456, 0.398)												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		0.24				0.59				0.56				Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		8.9				9.2								Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		2.1				5.4				5.2				(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		45												(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		40,000

						( L0=5,300 cd/m2 )		h		－		15,000

																								161115







																														Externals

																														97.6 x 97.6 , 145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																														P11*0000W-A14A (*=A , B)				P11D0000W-A14A





*1

*2

*3

*4



P11_性能一覧表（日本語）Rev.B

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P11 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P11A0000L-A14A				　P11B0000L-A14A				　P11D0000L-A14A				測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		97.6 x 97.6				145 x 145				287 x 74				ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.10				2.30								マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		81.2 x 81				128.4 x 128.4				269.8 x58.4				ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±10%		43				107				105				電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		2,800
（電球色） デンキュウ ショク												積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		95				240				230				積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		4,700												2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20												（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		80												積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.020		（0.456, 0.398)												2次元輝度計（UA-1000A）

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.01		0.24				0.59				0.56				デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		8.9				9.2								デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		2.1				5.4				5.2				定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		45												全光束/(定格電力) デンリョク

				輝度寿命
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		40,000

						( L0=4,700 cd/m2 )		h		－		15,000

																								161115







																														外観 ガイカン

																														97.6 x 97.6 , 145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																														P11*0000W-A14A (*=A , B)				P11D0000W-A14A





*1 

*21 

*1  表中の数値は予告なく変更する場合があります。
*2  パネル表面温度が60℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は代表値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



P11性能一覧表(英語)_Rev.A

				Specifications of OLED Lighting Panels --P11 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P11A0000W-A14*				　P11B0000W-A14*				　P11D0000W-A14*				Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		97.6 x 97.6				145 x 145				287 x 74				Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.10				2.30								Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		81.2 x 81				128.4 x 128.4				269.8 x58.4				Caliper

				Weight				g		±10%		43				107				105				Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		2,800
（Lamp Color）												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		95				240				230				Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		4,700												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20												（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		80												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.020		（0.456, 0.398)												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		0.24				0.59				0.56				Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		8.9				9.2								Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		2.1				5.4				5.2				(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		45												(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		40,000

						( L0=5,300 cd/m2 )		h		－		15,000

																								150909







																														Externals

																														97.6 x 97.6 , 145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																														P11*0000W-A14A (*=A , B)				P11D0000W-A14A





*1

*2

*3

*4



P11_性能一覧表（日本語）Rev.A

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P11 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P11A0000W-A14*				　P11B0000W-A14*				　P11D0000W-A14*				測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		97.6 x 97.6				145 x 145				287 x 74				ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.10				2.30								マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		81.2 x 81				128.4 x 128.4				269.8 x58.4				ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±10%		43				107				105				電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		2,800
（電球色） デンキュウ ショク												積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		95				240				230				積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		4,700												2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20												（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		80												積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.020		（0.456, 0.398)												2次元輝度計（UA-1000A）

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.01		0.24				0.59				0.56				デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		8.9				9.2								デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		2.1				5.4				5.2				定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		45												全光束/(定格電力) デンリョク

				輝度寿命
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		40,000

						( L0=4,700 cd/m2 )		h		－		15,000

																								150909







																														外観 ガイカン

																														97.6 x 97.6 , 145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																														P11*0000W-A14A (*=A , B)				P11D0000W-A14A





*1 

*21 

*1  表中の数値は予告なく変更する場合があります。
*2  パネル表面温度が60℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は代表値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



P09性能一覧表(英語)_Rev.B

				Specifications of OLED Lighting Panels --P09 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P09A0000W-A12*				　P09B0000W-A12*				　P09SD0000W-A12*				Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		97.6 x 97.6				145 x 145				287 x 74				Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.13				2.33								Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		81.2 x 81				128.4 x 128.4				269.8 x 58.4				Caliper

				Weight				g		±10%		43				107				105				Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		4,000
（White）												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		108				270				255				Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		5,300												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20												（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		85												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.020		（0.387, 0.382)												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		0.43				1.09				1.04				Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		6.8				7.1								Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		2.9				7.7				7.4				(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		37				35								(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		30,000

						( L0=5,300 cd/m2 )		h		－		8,000

																								150406





																														Externals

																														97.6 x 97.6 , 145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																														P09*0000W-A12A (*=A , B)				P09D0000W-A12A



*1

*2

*3

*4



P09性能一覧表(英語)_Rev.A

				Specifications of OLED Lighting Panels --P09 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P09B0000W-A12*						　P09SD0000W-A12*						Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145						287 x 74						Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.33												Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		128.4 x 128.4						269.8 x 58.4						Caliper

				Weight				g		±10%		107						105						Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		4,000
（White）												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		270						255						Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		5,300												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20												（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		85												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.020		（0.387, 0.382)												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		1.09						1.04						Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		7.1												Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		7.7						7.4						(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		35												(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		30,000

						( L0=5,300 cd/m2 )		h		－		8,000

																								150316







*1

*2

*3

*4



P09_性能一覧表（日本語）Rev.B

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P09 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ																				LTS-10052-B



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P09A0000W-A12*				　P09B0000W-A12*				　P09D0000W-A12*				測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		97.6 x 97.6				145 x 145				287 x 74				ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.13				2.33								マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		81.2 x 81				128.4 x 128.4				269.8 x58.4				ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±10%		43				107				105				電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		4,000
（白色） ハクショク												積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		108				270				255				積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		5,300												2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20												（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		85												積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.020		（0.387, 0.382)												2次元輝度計（UA-1000A）

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.01		0.43				1.09				1.04				デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		6.8				7.1								デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		2.9				7.7				7.4				定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		37				35								全光束/(定格電力) デンリョク

				輝度寿命
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		30,000

						( L0=5,300 cd/m2 )		h		－		8,000

																								150406





																														外観 ガイカン

																														97.6 x 97.6 , 145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																														P09*0000W-A12A (*=A , B)				P09D0000W-A12A



*1 

*21 

*1  表中の数値は予告なく変更する場合があります。
*2  パネル表面温度が60℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は代表値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



P09_性能一覧表 （英語）Rev.A

				Specifications of OLED Lighting Panels --P09 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P09B0000W-A12*						　P09SD0000W-A12*						Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145						287 x 74						Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.33												Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		128.4 x 128.4						269.8 x 58.4						Caliper

				Weight				g		±10%		107						105						Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		4,000
（White）												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		270						255						Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		5,300												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20												（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		85												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.020		（0.387, 0.382)												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		1.09						1.04						Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		7.1												Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		7.7						7.4						(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		35												(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		30,000

						( L0=5,300 cd/m2 )		h		－		8,000

																								150316





																														Externals

																														145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																														P09B0000W-A12A				P09D0000W-A12A



*21 

*1  The figures here are subject to be changed without any notice.
*2  Surface temperature of the driving panel must be not more than 60℃.
*3  A constant current power source is needed since a rated current defines a rated voltage. A protection circuit to turn off electricity is needed in case of short circuit.
　　 When driven by a constant current, if the voltage applied to the panel is less than 4V , the power should be shut off.
*4　We accept no responsibility for product life-time since the above life-time data are typcal values.

*2

*3

*4

*1



P03・04_性能一覧表 （英語）Rev.0

				Specifications of OLED Lighting Panels --P03・P04 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								P04B0909L
　　　-A12A		P03B0909N
　　　-A12A		P04A0404L
　　　-A12A		P03A0404N
　　　-A12A		P04C1312L
　　　-A12A		P03C1312N
　　　-A12A		P04D0909L
　　　-A12A		P03D0909N
　　　-A12A		P04E0606L
　　　-A12A		P03E0606N
　　　-A12A		Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145				97.6 x 97.6				287 x 97				287 x 74				287 x 59.5				Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.30				2.10				2.30												Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		125 x 125				77.8 x 77.8 				264 x76.8				264 x 53.8				264 x 39.3				Caliper

				Weight				g		±15%		107				43				143				107				84				Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±20%		2,800
(Warm White)		4,900
(Cool White)		2,800
(Warm White)		4,900
(Cool White)		2,800
(Warm White)		4,900
(Cool White)		2,800
(Warm White)		4,900
(Cool White)		2,800
(Warm White)		4,900
(Cool White)		Spectroradiometer(SR3-AR)、20min driven

				Maximum Luminous Flux				lm		±20%		99				40				134				94				68				Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）、20min driven

				Maximum Luminance				cd/m2		±20%		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2D Color Analyzer（UA-1000A）、20min driven

				Luminance Uniformity				%		－		≦20																				（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		82		81		82		81		82		81		82		81		82		81		Spectroradiometer(SR3-AR)、20min driven

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.04		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		Spectroradiometer(SR3-AR)、20min driven

				Rated Current				A		±0.02		0.90				0.36				1.22				0.85				0.62				Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		±10%		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		Digital Multimeter、20min driven

				Energy Consumption				W		－		9.63		9.45		3.85		3.78		13.05		12.81		9.10		8.93		6.63		6.51		(Rated Current) x (Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000

																																130221





																																						Externals

																																						145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																																						Front Side		Back Side		Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																																						P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  The figures here are subject to be changed without any notice. The above performance data (except for life-time data @1000/cd/m2) are values when operating at the rated current.
*2  Surface temperature of the driving panel must be not more than 50℃.
*3  A constant current power source is needed since a rated current defines a rated voltage. A protection circuit to turn off electricity is needed in case of short circuit.
　　 When driven by a constant current, if the voltage applied to the panel is less than 4V , the power should be shut off.
*4　We accept no responsibility for product life-time since the above life-time data are design values.

*2

*3

*4

*1 

*1



P03・04_性能一覧表（日本語）改0

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P03，P04 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								P04B0909L
　　　-A12A		P03B0909N
　　　-A12A		P04A0404L
　　　-A12A		P03A0404N
　　　-A12A		P04C1312L
　　　-A12A		P03C1312N
　　　-A12A		P04D0909L
　　　-A12A		P03D0909N
　　　-A12A		P04E0606L
　　　-A12A		P03E0606N
　　　-A12A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145				97.6 x 97.6				287 x 97				287 x 74				287 x 59.5				ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.30				2.10				2.30												マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125				77.8 x 77.8 				264 x76.8				264 x 53.8				264 x 39.3				ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±15%		107				43				143				107				84				電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±20%		2,800
（電球色） デンキュウ イロ		4,900
（昼白色） ヒル シロ イロ		2,800
（電球色） デンキュウ イロ		4,900
（昼白色） ヒル シロ イロ		2,800
（電球色） デンキュウ イロ		4,900
（昼白色） ヒル シロ イロ		2,800
（電球色） デンキュウ イロ		4,900
（昼白色） ヒル シロ イロ		2,800
（電球色） デンキュウ イロ		4,900
（昼白色） ヒル シロ イロ		分光放射計（SR3-AR），20分点灯値 ブンコウ ホウシャ ケイ フン テントウ チ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±20%		99				40				134				94				68				積分球、分光放射計(CS-2000），20分点灯値 セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±20%		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2次元輝度計（UA-1000A），20分点灯値

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20																				（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		82		81		82		81		82		81		82		81		82		81		分光放射計（SR3-AR），20分点灯値 ブンコウ ホウシャ ケイ フン テントウ チ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.04		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		分光放射計（SR3-AR），20分点灯値 ブンコウ ホウシャ ケイ フン テントウ チ

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.02		0.90				0.36				1.22				0.85				0.62				デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		±10%		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		デジタルマルチメータ、20分点灯値 フン テントウ チ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		9.63		9.45		3.85		3.78		13.05		12.81		9.10		8.93		6.63		6.51		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		全光束/定格電力 デンリョク

				輝度寿命
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000

																																130221





																																						外観 ガイカン

																																						145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																																						正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																																						P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。 表中の特性値は、特に記載の無い場合、定格電流で駆動させたときの値です。
*2  パネル表面温度が50℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は設計値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



P05_性能一覧表 （英語）Rev.B

				Specifications of OLED Lighting Panels --P05 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P05B0405L-
　　　　　　　　　A13A		　P05A0102L-
　　　　　　　　　A13A		　P05C0506L-
　　　　　　　　　A13A		　P05D0304L-
　　　　　　　　　A13A		　P05E0203L-
　　　　　　　　　A13A		Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.36		2.16		2.36						Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		Caliper

				Weight				g		±10%		107		43		143		107		84		Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		2,800
（Warm White）										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		145		55		185		130		95		Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		3,000										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦15										（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		80										Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.025		（0.465, 0.425)										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		0.45		0.17		0.58		0.41		0.30		Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		8.0										Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		3.60		1.36		4.64		3.28		2.40		(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		40										(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		50,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		10,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		25,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		5,000

																						130213





																												Externals

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												Front Side		Back Side		Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  The figures here are subject to be changed without any notice. The above performance data (except for life-time data @1000/cd/m2) are values when operating at the rated current.
*2  Surface temperature of the driving panel must be not more than 50℃.
*3  A constant current power source is needed since a rated current defines a rated voltage. A protection circuit to turn off electricity is needed in case of short circuit.
　　 When driven by a constant current, if the voltage applied to the panel is less than 4V , the power should be shut off.
*4　We accept no responsibility for product life-time since the above life-time data are design values.

*2

*3

*4

*1



P05_性能一覧表（日本語）改B

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P05 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P05B0405L-
　　　　　　　　　A13A		　P05A0102L-
　　　　　　　　　A13A		　P05C0506L-
　　　　　　　　　A13A		　P05D0304L-
　　　　　　　　　A13A		　P05E0203L-
　　　　　　　　　A13A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.36		2.16		2.36						マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±10%		107		43		143		107		84		電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		2,800
（電球色） デンキュウ イロ										2次元輝度計（UA-1000A）

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		145		55		185		130		95		積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		3,000										2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦15										（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		80										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.025		（0.465, 0.425)										2次元輝度計（UA-1000A）

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.01		0.45		0.17		0.58		0.41		0.30		デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		8.0										デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		3.60		1.36		4.64		3.28		2.40		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		40										全光束/(定格電力) デンリョク

				輝度寿命
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		50,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		10,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		25,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		5,000

																						130213





																												外観 ガイカン

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。 表中の特性値は、特に記載の無い場合、定格電流で駆動させたときの値です。
*2  パネル表面温度が50℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は設計値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



P07_性能一覧表 （英語）Rev.A

				Specifications of OLED Lighting Panels --P07 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P07B0507W-
　　　　　　　　　A14A		　P07A0203W-
　　　　　　　　　A14A		　P07C0610W-
　　　　　　　　　A14A		　P07D0407W-
　　　　　　　　　A14A		　P07E0305W-
　　　　　　　　　A14A		Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.30		2.10		2.30						Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		Caliper

				Weight				g		±10%		107		43		143		107		84		Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		4,000
（White）										Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		142		55		184		129		94		Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		3,000										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20										（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		90										Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.025		（0.377, 0.373)										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		0.74		0.29		0.96		0.67		0.49		Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		6.3		5.9		6.3				6.1		Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		4.66		1.71		6.05		4.22		2.99		(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		30		32		30				31		(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		120,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		24,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		60,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		12,000

																						130213





																												Externals

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												Front Side		Back Side		Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  The figures here are subject to be changed without any notice. The above performance data (except for life-time data @1000/cd/m2) are values when operating at the rated current.
*2  Surface temperature of the driving panel must be not more than 50℃.
*3  A constant current power source is needed since a rated current defines a rated voltage. A protection circuit to turn off electricity is needed in case of short circuit.
　　 When driven by a constant current, if the voltage applied to the panel is less than 4V , the power should be shut off.
*4　We accept no responsibility for product life-time since the above life-time data are design values.

*2

*3

*4

*1



P07_性能一覧表（日本語）改A

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P07 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P07B0507W-
　　　　　　　　　A14A		　P07A0203W-
　　　　　　　　　A14A		　P07C0610W-
　　　　　　　　　A14A		　P07D0407W-
　　　　　　　　　A14A		　P07E0305W-
　　　　　　　　　A14A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.30		2.10		2.30						マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±10%		107		43		143		107		84		電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		4,000
（白色） ハクショク										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		142		55		184		129		94		積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		3,000										2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20										（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		90										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.025		（0.377, 0.373)										2次元輝度計（UA-1000A）

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.01		0.74		0.29		0.96		0.67		0.49		デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		6.3		5.9		6.3				6.1		デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		4.66		1.71		6.05		4.22		2.99		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		30		32		30				31		全光束/(定格電力) デンリョク

				輝度寿命
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		120,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		24,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		60,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		12,000

																						130213





																												外観 ガイカン

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。 表中の特性値は、特に記載の無い場合、定格電流で駆動させたときの値です。
*2  パネル表面温度が50℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は設計値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



P06_性能一覧表 （英語）Rev.E

				Specifications of OLED Lighting Panels--P06 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P06B0508N-
　　　　　　　　　A13A		　P06A0203N-
　　　　　　　　　A13A		　P06C0610N-
　　　　　　　　　A13A		　P06D0507N-
　　　　　　　　　A13A		　P06E0305N-
　　　　　　　　　A13A		Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.36		2.16		2.36						Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		Caliper

				Weight				g		±10%		107		43		143		107		84		Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		4,700
（Cool White）										Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		135		52		177		124		91		Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		3,000										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20										（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						－		Ra : 93 (Ra≧88)、 R9, R13, R15 : 90 (R9,R13,R15≧85)										Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.020		（0.356, 0.367)										Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Rated Current				A		±0.01		0.78		0.30		1.01		0.71		0.52		Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		6.5		6.1		6.5				6.3		Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		5.07		1.83		6.57		4.62		3.28		(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		27		28		27				28		(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		120,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		24,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		60,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		12,000

																						130228





																												Externals

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												Front Side		Back Side		Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  The figures here are subject to be changed without any notice. The above performance data (except for life-time data @1000/cd/m2) are values when operating at the rated current.
*2  Surface temperature of the driving panel must be not more than 50℃.
*3  A constant current power source is needed since a rated current defines a rated voltage. A protection circuit to turn off electricity is needed in case of short circuit.
　　 When driven by a constant current, if the voltage applied to the panel is less than 4V , the power should be shut off.
*4　We accept no responsibility for product life-time since the above life-time data are design values.

*2

*3

*4

*1



P06_性能一覧表（日本語）改E

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P06 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P06B0508N-
　　　　　　　　　A13A		　P06A0203N-
　　　　　　　　　A13A		　P06C0610N-
　　　　　　　　　A13A		　P06D0507N-
　　　　　　　　　A13A		　P06E0305N-
　　　　　　　　　A13A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.36		2.16		2.36						マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±10%		107		43		143		107		84		電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		4,700
（昼白色） ヒル ハクショク										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		135		52		177		124		91		積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		3,000										2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20										（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						－		Ra : 93 (Ra≧88)、 R9, R13, R15 : 90 (R9,R13,R15≧85)										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.020		（0.356, 0.367)										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.01		0.78		0.30		1.01		0.71		0.52		デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		6.5		6.1		6.5				6.3		デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		5.07		1.83		6.57		4.62		3.28		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		27		28		27				28		全光束/(定格電力) デンリョク

				輝度寿命
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		120,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		24,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		60,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		12,000

																						130226





																												外観 ガイカン

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。 表中の特性値は、特に記載の無い場合、定格電流で駆動させたときの値です。
*2  パネル表面温度が50℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は設計値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



旧_P07_性能一覧表 （英語）

				Specification of OLED Lighting Panel --P07 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P07B0507W-
　　　　　　　　　A14A		　P07A0203W-
　　　　　　　　　A14A		　P07C0610W-
　　　　　　　　　A14A		　P07D0407W-
　　　　　　　　　A14A		　P07E0305W-
　　　　　　　　　A14A		Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		Caliper

				         （T）				mm		±0.3		2.3		2.1		2.3						Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		Caliper

				Weight				g		±15%		107		43		143		107		84		Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		4,000
（White）										Integrating Sphere、Sprctroradiomater(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		142		55		184		129		94		Integrating Sphere、Sprctroradiomater(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		3,000										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20										（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		90										Integrating Sphere、Sprctroradiomater(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates						±0.025		（0.377, 0.373)										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.02		0.74		0.29		0.96		0.67		0.49		Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		6.3		5.9		6.3				6.1		Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		4.7		1.7		6.1		4.3		3.0		(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		30		32		30				31		(Total Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
50% Luminance		@1000cd/㎡		h		－		120,000

						@3000cd/㎡		h		－		24,000

				
30% Luminance		@1000cd/㎡		h		－		60,000

						@3000cd/㎡		h		－		12,000

																						130116





																												Externals

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												Front Side		Back Side		Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  The figures here are subject to be changed without any notice. The above performance data (except for life-time data @1000/cd/m2) are values when operating at the rated current.
*2  Surface temperature of the driving panel must be not more than 50℃.
*3  A constant current power source is needed since a rated current defines a rated voltage. A protection circuit to turn off electricity is needed in case of short circuit.
　　 When driven by a constant current, if the voltage applied to the panel is less than 4V , the power should be shut off.
*4　We accept no responsibility for product life-time since the above life-time data are design values.

*2

*3

*4

*1



旧_P07_性能一覧表（日本語）

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P07 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P07B0507W-
　　　　　　　　　A14A		　P07A0203W-
　　　　　　　　　A14A		　P07C0610W-
　　　　　　　　　A14A		　P07D0407W-
　　　　　　　　　A14A		　P07E0305W-
　　　　　　　　　A14A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		ノギス

				                （T）				mm		±0.3		2.3		2.1		2.3						マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±15%		107		43		143		107		84		電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		4,000
（白色） ハクショク										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		142		55		184		129		94		積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		3,000										2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20										（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		90										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.025		（0.377, 0.373)										2次元輝度計（UA-1000A）

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.02		0.74		0.29		0.96		0.67		0.49		デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		6.3		5.9		6.3				6.1		デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		4.7		1.7		6.1		4.3		3.0		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		30		32		30				31		全光束/(定格電流 x 定格電圧)

				輝度寿命
50%減		（1000cd/㎡駆動時）		h		－		120,000

						（3000cd/㎡駆動時）		h		－		24,000

				
30%減		（1000cd/㎡駆動時）		h		－		60,000

						（3000cd/㎡駆動時）		h		－		12,000

																						130116





																												外観 ガイカン

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。 表中の特性値は、特に記載の無い場合、定格電流で駆動させたときの値です。
*2  パネル表面温度が50℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は設計値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



旧_P06_性能一覧表

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P06（高演色） シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ コウ エンショク



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								P06B0508N-
A13A		P06A0203N-
A13A		P06C0610N-
A13A		P06D0507N-
A13A		P06E0305N-
A13A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （L x W） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		ノギス

				                （T）				mm		±0.3		2.36		2.16		2.36		2.36		2.36		ノギス

				発光部寸法 （L x W） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±15%		107		43		143		107		84		電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		4,700
（昼白色） チュウ ハクショク										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		135		52		177		124		91		積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		3,000										2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20										（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						－		Ra ：93 （Ra≧88）、　R9，R13，R15 ：90 （R9，13，15≧85）										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.020		（0.356, 0.367)										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.02		0.78		0.30		1.01		0.71		0.52		デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		6.5		6.1		6.5				6.3		デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		5.1		1.8		6.6		4.6		3.3		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		27		28		27				28		全光束/(定格電流 x 定格電圧)

				輝度寿命
50%減		（1000cd/㎡駆動時）		h		－		120,000

						（3000cd/㎡駆動時）		h		－		24,000

				
30%減		（1000cd/㎡駆動時）		h		－		60,000

						（3000cd/㎡駆動時）		h		－		12,000

																						121108















*1 

*21 

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。 表中の特性値は、特に記載の無い場合、定格電流で駆動させたときの値です。
*2  電流値に応じた電圧値となります。 電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　パネルが短絡状態になった時には通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（通電が続くと局所的に高温になる場合があります。パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　電圧はパネル温度により変動します。定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*3  パネル表面温度が50℃以下となるような環境でご使用下さい。
*4　寿命は設計値であり、保証値ではありません。

*3

*2

*4

*1



性能一覧表（rev.0-1） 黒文字

								照明用有機ELパネル　性能一覧表 ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ																						2011年 1月18日
Lumiotec株式会社 ネン ガツ ヒ カブシキ ガイシャ

																														管理No.LTS-10007 カンリ

				モデル								スタンダードパネル

				形名 ケイ メイ								P04B0909L-A12A		P03B0909N-A12A		P04A0404L-A12A		P03A0404N-A12A		P04C1312L-A12A		P03C1312N-A12A		P04D0909L-A12A		P03D0909N-A12A		P04E0606L-A12A		P03E0606N-A12A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法 (L x W ) ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145				97.6 x 97.6				287 x 97				287 x 74				287 x 59.5				ノギス

				　　　　　　　（T)				mm		±0.3		2.3				2.1				2.3				2.3				2.3				ノギス

				発光部寸法 (L x W ) ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125				77.8 x 77.8 				264 x76.8				264 x 53.8				264 x 39.3				ノギス

				重量     (参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±15％		107				43				143				107				84				電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5～40℃

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20～50℃

				相関色温度　（6mA/㎠駆動時） ソウカン イロ オンド				K		±20%		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		２,８００
（電球色）		４,９００
（昼白色） 		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		分光放射計(SR3-AR）,20分点灯値 プン テントウ チ

				全光束　（6mA/㎠駆動時） ゼン コウソク				lm		±20%		99		99		40		40		134		134		94		94		68		68		積分球、20分点灯値 セキブン キュウ フン テントウ チ

				輝度　（6mA/㎠駆動時） キド クドウ ジ				cd/m2		±20%		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		２次元輝度計（UA-1000A）,20分点灯値 フン テントウ チ

				輝度面内ばらつき　（6mA/㎠駆動時） キド メンナイ				％		－		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra　（6mA/㎠駆動時） ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		82		81		82		81		82		81		82		81		82		81		分光放射計(SR3-AR）,20分点灯値 プン テントウ チ

				色度座標　(x,y)　（6mA/㎠駆動時） イロ ド ザヒョウ						±0.04		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		分光放射計(SR3-AR）,20分点灯値 プン テントウ チ

				定格電流　（6mA/㎠駆動時） テイカク デンリュウ				A		±0.02		0.90		0.90		0.36		0.36		1.22		1.22		0.85		0.85		0.62		0.62

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		±10％		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		20分点灯後測定 フン テントウ ゴ ソクテイ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		9.6		9.5		3.9		3.8		13.0		12.9		9.1		8.9		6.7		6.5		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		全光束/(定格電流 x 定格電圧)

				輝度寿命
50%減		（参考値、L0=1000cd/㎡駆動時）		h		－		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		２次元輝度計（UA-1000A）

						（参考値、6mA/㎠駆動時） サンコウ チ		h		－		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		6mA/㎡駆動1000～3000ｈデータからの

				輝度寿命
70%減		（参考値、L0=1000cd/㎡駆動時）		h		－		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		推定値

						（参考値、6mA/㎠駆動時） サンコウ チ		h		－		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		L0=1000cd/㎡駆動時の寿命は6mA/㎡

				色度変化
⊿E=0.03		（参考値、L0=1000cd/㎡駆動時）		h		－		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		駆動データを基にした計算値

						（参考値、6mA/㎠駆動時） サンコウ チ		h		－		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		試験環境25℃













										⑦		均熱放熱板種類 タモツ ネツ ホウネツ バン シュルイ		－

										⑧		表面フィルム ヒョウメン		0：なし、1：あり

										⑨		接続形式 セツゾク ケイシキ		A：リード線無し/長辺中央取出し、C：リード線無し/端部取り出し セン ナ チョウヘン チュウオウ トリダ セン ナ タン ブ ト ダ















*1 

*3

*21 

 P04　B　09　09　L　-　　A　1　1　C
 ①  　②  ③  ④  ⑤     ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。発光面の光取出しフィルムなしの製品は特注品となります。
*2  ⊿E の計算式は、 ⊿E=√((⊿x)2+(⊿y)2 )。x,yは色度座標の値（CIE1931）。
*3  電流値に応じた電圧値となるので、定電流回路による駆動を推奨します。万一パネルが短絡状態になった時には通電を遮断する保護回路を設けてください。
　　 電圧はパネル温度により変動します。定格電圧は室温(23℃)環境下における定格電流での値です。
*4　パネル表面温度を60℃以下としてください。

*4



性能一覧表（rev.0）

								照明用有機ELパネル　性能一覧表 ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ																						2011年 1月18日
Lumiotec株式会社 ネン ガツ ヒ カブシキ ガイシャ

																														管理No.LTS-10007 カンリ

				モデル								スタンダードパネル

				形名 ケイ メイ								P04B0909L-A12A		P03B0909N-A12A		P04A0404L-A12A		P03A0404N-A12A		P04C1312L-A12A		P03C1312N-A12A		P04D0909L-A12A		P03D0909N-A12A		P04E0606L-A12A		P03E0606N-A12A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法 (L x W ) ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145				97.6 x 97.6				287 x 97				287 x 74				287 x 59.5				ノギス

				　　　　　　　（T)				mm		±0.3		2.3				2.1				2.3				2.3				2.3				ノギス

				発光部寸法 (L x W ) ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125				77.8 x 77.8 				264 x76.8				264 x 53.8				264 x 39.3				ノギス

				重量     (参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±15％		107				43				143				107				84				電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5～40℃

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20～50℃

				相関色温度　（6mA/㎠駆動時） ソウカン イロ オンド				K		±20%		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		２,８００
（電球色）		４,９００
（昼白色） 		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		分光放射計(SR3-AR）,20分点灯値 プン テントウ チ

				全光束　（6mA/㎠駆動時） ゼン コウソク				lm		±20%		99		99		40		40		134		134		94		94		68		68		積分球、20分点灯値 セキブン キュウ フン テントウ チ

				輝度　（6mA/㎠駆動時） キド クドウ ジ				cd/m2		±20%		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		２次元輝度計（UA-1000A）,20分点灯値 フン テントウ チ

				輝度面内ばらつき　（6mA/㎠駆動時） キド メンナイ				％		－		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra　（6mA/㎠駆動時） ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		82		81		82		81		82		81		82		81		82		81		分光放射計(SR3-AR）,20分点灯値 プン テントウ チ

				色度座標　(x,y)　（6mA/㎠駆動時） イロ ド ザヒョウ						±0.04		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		分光放射計(SR3-AR）,20分点灯値 プン テントウ チ

				定格電流　（6mA/㎠駆動時） テイカク デンリュウ				A		±0.02		0.90		0.90		0.36		0.36		1.22		1.22		0.85		0.85		0.62		0.62

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		±10％		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		20分点灯後測定 フン テントウ ゴ ソクテイ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		9.6		9.5		3.9		3.8		13.0		12.9		9.1		8.9		6.7		6.5		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		全光束/(定格電流 x 定格電圧)

				輝度寿命
50%減		（参考値、L0=1000cd/㎡駆動時）		h		－		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		２次元輝度計（UA-1000A）

						（参考値、6mA/㎠駆動時） サンコウ チ		h		－		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		6mA/㎡駆動1000～3000ｈデータからの

				輝度寿命
70%減		（参考値、L0=1000cd/㎡駆動時）		h		－		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		推定値

						（参考値、6mA/㎠駆動時） サンコウ チ		h		－		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		L0=1000cd/㎡駆動時の寿命は6mA/㎡

				色度変化
⊿E=0.03		（参考値、L0=1000cd/㎡駆動時）		h		－		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		駆動データを基にした計算値

						（参考値、6mA/㎠駆動時） サンコウ チ		h		－		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		試験環境25℃













										⑦		均熱放熱板種類 タモツ ネツ ホウネツ バン シュルイ		－

										⑧		表面フィルム ヒョウメン		0：なし、1：あり

										⑨		接続形式 セツゾク ケイシキ		A：リード線無し/長辺中央取出し、C：リード線無し/端部取り出し セン ナ チョウヘン チュウオウ トリダ セン ナ タン ブ ト ダ
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 P04　B　09　09　L　-　　A　1　1　C
 ①  　②  ③  ④  ⑤     ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。発光面の光取出しフィルムなしの製品は特注品となります。
*2  ⊿E の計算式は、 ⊿E=√((⊿x)2+(⊿y)2 )。x,yは色度座標の値（CIE1931）。
*3  電流値に応じた電圧値となるので、定電流回路による駆動を推奨します。万一パネルが短絡状態になった時には通電を遮断する保護回路を設けてください。
　　 電圧はパネル温度により変動します。定格電圧は室温(23℃)環境下における定格電流での値です。
*4　パネル表面温度を60℃以下としてください。

*4

PＳ用　（ＴＰ０４フィルムデータ蓄積により微調整します）
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型名構成



														（Ex.）		P11		B		00		00		L		-		A		1		4		A

																①		②		③		④		⑤				⑥		⑦		⑧		⑨



						構　成 カマエ シゲル		内　容 ウチ カタチ

				①		品種 ヒンシュ		上記性能一覧表による ジョウキ セイノウ イチラン ヒョウ

				②		形状・寸法 ケイジョウ スンポウ		上記性能一覧表による ジョウキ セイノウ イチラン ヒョウ

				③		管理番号 カンリ バンゴウ

				④		管理番号 カンリ バンゴウ

				⑤		光源色 コウゲン ショク		L：電球色 デンキュウ イロ

				⑥		電極構造 デンキョク コウゾウ		A

				⑦		均熱放熱板種類 キンネツ ホウネツバン シュルイ		1

				⑧		表面フィルム種類 ヒョウメン シュルイ		4

				⑨		接続形式 セツゾク ケイシキ		A





P11性能一覧表(英語)_Rev.B

				Specifications of OLED Lighting Panels --P11 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P11A0000L-A14A				　P11B0000L-A14A				　P11D0000L-A14A				Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		97.6 x 97.6				145 x 145				287 x 74				Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.10				2.30								Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		81.2 x 81				128.4 x 128.4				269.8 x58.4				Caliper

				Weight				g		±10%		43				107				105				Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		2,800
（Lamp Color）												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		95				240				230				Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		4,700												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20												（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		80												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.020		（0.456, 0.398)												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		0.24				0.59				0.56				Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		8.9				9.2								Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		2.1				5.4				5.2				(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		45												(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		40,000

						( L0=5,300 cd/m2 )		h		－		15,000

																								161115







																														Externals

																														97.6 x 97.6 , 145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																														P11*0000W-A14A (*=A , B)				P11D0000W-A14A





*1

*2

*3

*4



P11_性能一覧表（日本語）Rev.B

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P11 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P11A0000L-A14A				　P11B0000L-A14A				　P11D0000L-A14A				測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		97.6 x 97.6				145 x 145				287 x 74				ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.10				2.30								マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		81.2 x 81				128.4 x 128.4				269.8 x58.4				ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±10%		43				107				105				電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		2,800
（電球色） デンキュウ ショク												積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		95				240				230				積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		4,700												2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20												（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		80												積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.020		（0.456, 0.398)												2次元輝度計（UA-1000A）

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.01		0.24				0.59				0.56				デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		8.9				9.2								デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		2.1				5.4				5.2				定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		45												全光束/(定格電力) デンリョク

				輝度寿命
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		40,000

						( L0=4,700 cd/m2 )		h		－		15,000

																								161115







																														外観 ガイカン

																														97.6 x 97.6 , 145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																														P11*0000L-A14A (*=A , B)				P11D0000L-A14A





*1 

*21 

*1  表中の数値は予告なく変更する場合があります。
*2  パネル表面温度が60℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は代表値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



P11性能一覧表(英語)_Rev.A

				Specifications of OLED Lighting Panels --P11 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P11A0000W-A14*				　P11B0000W-A14*				　P11D0000W-A14*				Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		97.6 x 97.6				145 x 145				287 x 74				Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.10				2.30								Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		81.2 x 81				128.4 x 128.4				269.8 x58.4				Caliper

				Weight				g		±10%		43				107				105				Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		2,800
（Lamp Color）												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		95				240				230				Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		4,700												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20												（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		80												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.020		（0.456, 0.398)												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		0.24				0.59				0.56				Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		8.9				9.2								Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		2.1				5.4				5.2				(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		45												(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		40,000

						( L0=5,300 cd/m2 )		h		－		15,000

																								150909







																														Externals

																														97.6 x 97.6 , 145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																														P11*0000W-A14A (*=A , B)				P11D0000W-A14A





*1

*2

*3

*4



P11_性能一覧表（日本語）Rev.A

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P11 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P11A0000W-A14*				　P11B0000W-A14*				　P11D0000W-A14*				測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		97.6 x 97.6				145 x 145				287 x 74				ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.10				2.30								マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		81.2 x 81				128.4 x 128.4				269.8 x58.4				ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±10%		43				107				105				電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		2,800
（電球色） デンキュウ ショク												積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		95				240				230				積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		4,700												2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20												（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		80												積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.020		（0.456, 0.398)												2次元輝度計（UA-1000A）

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.01		0.24				0.59				0.56				デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		8.9				9.2								デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		2.1				5.4				5.2				定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		45												全光束/(定格電力) デンリョク

				輝度寿命
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		40,000

						( L0=4,700 cd/m2 )		h		－		15,000

																								150909







																														外観 ガイカン

																														97.6 x 97.6 , 145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																														P11*0000W-A14A (*=A , B)				P11D0000W-A14A





*1 

*21 

*1  表中の数値は予告なく変更する場合があります。
*2  パネル表面温度が60℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は代表値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



P09性能一覧表(英語)_Rev.B

				Specifications of OLED Lighting Panels --P09 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P09A0000W-A12*				　P09B0000W-A12*				　P09SD0000W-A12*				Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		97.6 x 97.6				145 x 145				287 x 74				Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.13				2.33								Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		81.2 x 81				128.4 x 128.4				269.8 x 58.4				Caliper

				Weight				g		±10%		43				107				105				Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		4,000
（White）												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		108				270				255				Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		5,300												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20												（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		85												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.020		（0.387, 0.382)												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		0.43				1.09				1.04				Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		6.8				7.1								Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		2.9				7.7				7.4				(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		37				35								(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		30,000

						( L0=5,300 cd/m2 )		h		－		8,000

																								150406





																														Externals

																														97.6 x 97.6 , 145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																														P09*0000W-A12A (*=A , B)				P09D0000W-A12A



*1

*2

*3

*4



P09性能一覧表(英語)_Rev.A

				Specifications of OLED Lighting Panels --P09 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P09B0000W-A12*						　P09SD0000W-A12*						Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145						287 x 74						Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.33												Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		128.4 x 128.4						269.8 x 58.4						Caliper

				Weight				g		±10%		107						105						Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		4,000
（White）												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		270						255						Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		5,300												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20												（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		85												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.020		（0.387, 0.382)												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		1.09						1.04						Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		7.1												Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		7.7						7.4						(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		35												(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		30,000

						( L0=5,300 cd/m2 )		h		－		8,000

																								150316







*1

*2

*3

*4



P09_性能一覧表（日本語）Rev.B

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P09 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ																				LTS-10052-B



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P09A0000W-A12*				　P09B0000W-A12*				　P09D0000W-A12*				測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		97.6 x 97.6				145 x 145				287 x 74				ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.13				2.33								マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		81.2 x 81				128.4 x 128.4				269.8 x58.4				ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±10%		43				107				105				電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		4,000
（白色） ハクショク												積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		108				270				255				積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		5,300												2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20												（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		85												積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.020		（0.387, 0.382)												2次元輝度計（UA-1000A）

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.01		0.43				1.09				1.04				デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		6.8				7.1								デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		2.9				7.7				7.4				定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		37				35								全光束/(定格電力) デンリョク

				輝度寿命
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		30,000

						( L0=5,300 cd/m2 )		h		－		8,000

																								150406





																														外観 ガイカン

																														97.6 x 97.6 , 145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																														P09*0000W-A12A (*=A , B)				P09D0000W-A12A



*1 

*21 

*1  表中の数値は予告なく変更する場合があります。
*2  パネル表面温度が60℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は代表値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



P09_性能一覧表 （英語）Rev.A

				Specifications of OLED Lighting Panels --P09 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P09B0000W-A12*						　P09SD0000W-A12*						Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145						287 x 74						Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.33												Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		128.4 x 128.4						269.8 x 58.4						Caliper

				Weight				g		±10%		107						105						Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		4,000
（White）												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		270						255						Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		5,300												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20												（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		85												Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.020		（0.387, 0.382)												2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		1.09						1.04						Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		7.1												Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		7.7						7.4						(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		35												(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT70		( L0=3,000 cd/m2 )		h		－		30,000

						( L0=5,300 cd/m2 )		h		－		8,000

																								150316





																														Externals

																														145 x 145 (mm)				287 x 74  (mm)

																														Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																														P09B0000W-A12A				P09D0000W-A12A



*21 

*1  The figures here are subject to be changed without any notice.
*2  Surface temperature of the driving panel must be not more than 60℃.
*3  A constant current power source is needed since a rated current defines a rated voltage. A protection circuit to turn off electricity is needed in case of short circuit.
　　 When driven by a constant current, if the voltage applied to the panel is less than 4V , the power should be shut off.
*4　We accept no responsibility for product life-time since the above life-time data are typcal values.

*2

*3

*4

*1



P03・04_性能一覧表 （英語）Rev.0

				Specifications of OLED Lighting Panels --P03・P04 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								P04B0909L
　　　-A12A		P03B0909N
　　　-A12A		P04A0404L
　　　-A12A		P03A0404N
　　　-A12A		P04C1312L
　　　-A12A		P03C1312N
　　　-A12A		P04D0909L
　　　-A12A		P03D0909N
　　　-A12A		P04E0606L
　　　-A12A		P03E0606N
　　　-A12A		Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145				97.6 x 97.6				287 x 97				287 x 74				287 x 59.5				Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.30				2.10				2.30												Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		125 x 125				77.8 x 77.8 				264 x76.8				264 x 53.8				264 x 39.3				Caliper

				Weight				g		±15%		107				43				143				107				84				Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±20%		2,800
(Warm White)		4,900
(Cool White)		2,800
(Warm White)		4,900
(Cool White)		2,800
(Warm White)		4,900
(Cool White)		2,800
(Warm White)		4,900
(Cool White)		2,800
(Warm White)		4,900
(Cool White)		Spectroradiometer(SR3-AR)、20min driven

				Maximum Luminous Flux				lm		±20%		99				40				134				94				68				Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）、20min driven

				Maximum Luminance				cd/m2		±20%		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2D Color Analyzer（UA-1000A）、20min driven

				Luminance Uniformity				%		－		≦20																				（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		82		81		82		81		82		81		82		81		82		81		Spectroradiometer(SR3-AR)、20min driven

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.04		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		Spectroradiometer(SR3-AR)、20min driven

				Rated Current				A		±0.02		0.90				0.36				1.22				0.85				0.62				Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		±10%		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		Digital Multimeter、20min driven

				Energy Consumption				W		－		9.63		9.45		3.85		3.78		13.05		12.81		9.10		8.93		6.63		6.51		(Rated Current) x (Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000

																																130221





																																						Externals

																																						145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																																						Front Side		Back Side		Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																																						P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  The figures here are subject to be changed without any notice. The above performance data (except for life-time data @1000/cd/m2) are values when operating at the rated current.
*2  Surface temperature of the driving panel must be not more than 50℃.
*3  A constant current power source is needed since a rated current defines a rated voltage. A protection circuit to turn off electricity is needed in case of short circuit.
　　 When driven by a constant current, if the voltage applied to the panel is less than 4V , the power should be shut off.
*4　We accept no responsibility for product life-time since the above life-time data are design values.

*2

*3

*4

*1 

*1



P03・04_性能一覧表（日本語）改0

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P03，P04 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								P04B0909L
　　　-A12A		P03B0909N
　　　-A12A		P04A0404L
　　　-A12A		P03A0404N
　　　-A12A		P04C1312L
　　　-A12A		P03C1312N
　　　-A12A		P04D0909L
　　　-A12A		P03D0909N
　　　-A12A		P04E0606L
　　　-A12A		P03E0606N
　　　-A12A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145				97.6 x 97.6				287 x 97				287 x 74				287 x 59.5				ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.30				2.10				2.30												マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125				77.8 x 77.8 				264 x76.8				264 x 53.8				264 x 39.3				ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±15%		107				43				143				107				84				電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±20%		2,800
（電球色） デンキュウ イロ		4,900
（昼白色） ヒル シロ イロ		2,800
（電球色） デンキュウ イロ		4,900
（昼白色） ヒル シロ イロ		2,800
（電球色） デンキュウ イロ		4,900
（昼白色） ヒル シロ イロ		2,800
（電球色） デンキュウ イロ		4,900
（昼白色） ヒル シロ イロ		2,800
（電球色） デンキュウ イロ		4,900
（昼白色） ヒル シロ イロ		分光放射計（SR3-AR），20分点灯値 ブンコウ ホウシャ ケイ フン テントウ チ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±20%		99				40				134				94				68				積分球、分光放射計(CS-2000），20分点灯値 セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±20%		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2次元輝度計（UA-1000A），20分点灯値

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20																				（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		82		81		82		81		82		81		82		81		82		81		分光放射計（SR3-AR），20分点灯値 ブンコウ ホウシャ ケイ フン テントウ チ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.04		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		分光放射計（SR3-AR），20分点灯値 ブンコウ ホウシャ ケイ フン テントウ チ

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.02		0.90				0.36				1.22				0.85				0.62				デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		±10%		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		デジタルマルチメータ、20分点灯値 フン テントウ チ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		9.63		9.45		3.85		3.78		13.05		12.81		9.10		8.93		6.63		6.51		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		全光束/定格電力 デンリョク

				輝度寿命
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000

																																130221





																																						外観 ガイカン

																																						145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																																						正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																																						P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。 表中の特性値は、特に記載の無い場合、定格電流で駆動させたときの値です。
*2  パネル表面温度が50℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は設計値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



P05_性能一覧表 （英語）Rev.B

				Specifications of OLED Lighting Panels --P05 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P05B0405L-
　　　　　　　　　A13A		　P05A0102L-
　　　　　　　　　A13A		　P05C0506L-
　　　　　　　　　A13A		　P05D0304L-
　　　　　　　　　A13A		　P05E0203L-
　　　　　　　　　A13A		Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.36		2.16		2.36						Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		Caliper

				Weight				g		±10%		107		43		143		107		84		Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		2,800
（Warm White）										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		145		55		185		130		95		Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		3,000										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦15										（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		80										Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.025		（0.465, 0.425)										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		0.45		0.17		0.58		0.41		0.30		Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		8.0										Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		3.60		1.36		4.64		3.28		2.40		(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		40										(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		50,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		10,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		25,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		5,000

																						130213





																												Externals

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												Front Side		Back Side		Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  The figures here are subject to be changed without any notice. The above performance data (except for life-time data @1000/cd/m2) are values when operating at the rated current.
*2  Surface temperature of the driving panel must be not more than 50℃.
*3  A constant current power source is needed since a rated current defines a rated voltage. A protection circuit to turn off electricity is needed in case of short circuit.
　　 When driven by a constant current, if the voltage applied to the panel is less than 4V , the power should be shut off.
*4　We accept no responsibility for product life-time since the above life-time data are design values.

*2

*3

*4

*1



P05_性能一覧表（日本語）改B

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P05 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P05B0405L-
　　　　　　　　　A13A		　P05A0102L-
　　　　　　　　　A13A		　P05C0506L-
　　　　　　　　　A13A		　P05D0304L-
　　　　　　　　　A13A		　P05E0203L-
　　　　　　　　　A13A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.36		2.16		2.36						マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±10%		107		43		143		107		84		電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		2,800
（電球色） デンキュウ イロ										2次元輝度計（UA-1000A）

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		145		55		185		130		95		積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		3,000										2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦15										（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		80										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.025		（0.465, 0.425)										2次元輝度計（UA-1000A）

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.01		0.45		0.17		0.58		0.41		0.30		デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		8.0										デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		3.60		1.36		4.64		3.28		2.40		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		40										全光束/(定格電力) デンリョク

				輝度寿命
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		50,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		10,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		25,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		5,000

																						130213





																												外観 ガイカン

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。 表中の特性値は、特に記載の無い場合、定格電流で駆動させたときの値です。
*2  パネル表面温度が50℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は設計値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



P07_性能一覧表 （英語）Rev.A

				Specifications of OLED Lighting Panels --P07 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P07B0507W-
　　　　　　　　　A14A		　P07A0203W-
　　　　　　　　　A14A		　P07C0610W-
　　　　　　　　　A14A		　P07D0407W-
　　　　　　　　　A14A		　P07E0305W-
　　　　　　　　　A14A		Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.30		2.10		2.30						Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		Caliper

				Weight				g		±10%		107		43		143		107		84		Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		4,000
（White）										Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		142		55		184		129		94		Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		3,000										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20										（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		90										Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.025		（0.377, 0.373)										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.01		0.74		0.29		0.96		0.67		0.49		Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		6.3		5.9		6.3				6.1		Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		4.66		1.71		6.05		4.22		2.99		(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		30		32		30				31		(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		120,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		24,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		60,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		12,000

																						130213





																												Externals

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												Front Side		Back Side		Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  The figures here are subject to be changed without any notice. The above performance data (except for life-time data @1000/cd/m2) are values when operating at the rated current.
*2  Surface temperature of the driving panel must be not more than 50℃.
*3  A constant current power source is needed since a rated current defines a rated voltage. A protection circuit to turn off electricity is needed in case of short circuit.
　　 When driven by a constant current, if the voltage applied to the panel is less than 4V , the power should be shut off.
*4　We accept no responsibility for product life-time since the above life-time data are design values.

*2

*3

*4

*1



P07_性能一覧表（日本語）改A

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P07 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P07B0507W-
　　　　　　　　　A14A		　P07A0203W-
　　　　　　　　　A14A		　P07C0610W-
　　　　　　　　　A14A		　P07D0407W-
　　　　　　　　　A14A		　P07E0305W-
　　　　　　　　　A14A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.30		2.10		2.30						マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±10%		107		43		143		107		84		電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		4,000
（白色） ハクショク										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		142		55		184		129		94		積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		3,000										2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20										（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		90										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.025		（0.377, 0.373)										2次元輝度計（UA-1000A）

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.01		0.74		0.29		0.96		0.67		0.49		デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		6.3		5.9		6.3				6.1		デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		4.66		1.71		6.05		4.22		2.99		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		30		32		30				31		全光束/(定格電力) デンリョク

				輝度寿命
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		120,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		24,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		60,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		12,000

																						130213





																												外観 ガイカン

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。 表中の特性値は、特に記載の無い場合、定格電流で駆動させたときの値です。
*2  パネル表面温度が50℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は設計値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



P06_性能一覧表 （英語）Rev.E

				Specifications of OLED Lighting Panels--P06 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P06B0508N-
　　　　　　　　　A13A		　P06A0203N-
　　　　　　　　　A13A		　P06C0610N-
　　　　　　　　　A13A		　P06D0507N-
　　　　　　　　　A13A		　P06E0305N-
　　　　　　　　　A13A		Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		Caliper

				         （T）				mm		±0.30		2.36		2.16		2.36						Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		Caliper

				Weight				g		±10%		107		43		143		107		84		Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		4,700
（Cool White）										Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		135		52		177		124		91		Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		3,000										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20										（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						－		Ra : 93 (Ra≧88)、 R9, R13, R15 : 90 (R9,R13,R15≧85)										Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates ( x , y )						±0.020		（0.356, 0.367)										Integrating Sphere、Sprctroradiometer(CS-2000）

				Rated Current				A		±0.01		0.78		0.30		1.01		0.71		0.52		Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		6.5		6.1		6.5				6.3		Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		5.07		1.83		6.57		4.62		3.28		(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		27		28		27				28		(Maximum Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		120,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		24,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		60,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		12,000

																						130228





																												Externals

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												Front Side		Back Side		Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  The figures here are subject to be changed without any notice. The above performance data (except for life-time data @1000/cd/m2) are values when operating at the rated current.
*2  Surface temperature of the driving panel must be not more than 50℃.
*3  A constant current power source is needed since a rated current defines a rated voltage. A protection circuit to turn off electricity is needed in case of short circuit.
　　 When driven by a constant current, if the voltage applied to the panel is less than 4V , the power should be shut off.
*4　We accept no responsibility for product life-time since the above life-time data are design values.

*2

*3

*4

*1



P06_性能一覧表（日本語）改E

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P06 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P06B0508N-
　　　　　　　　　A13A		　P06A0203N-
　　　　　　　　　A13A		　P06C0610N-
　　　　　　　　　A13A		　P06D0507N-
　　　　　　　　　A13A		　P06E0305N-
　　　　　　　　　A13A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		ノギス

				                （T）				mm		±0.30		2.36		2.16		2.36						マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±10%		107		43		143		107		84		電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		4,700
（昼白色） ヒル ハクショク										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		135		52		177		124		91		積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		3,000										2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20										（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						－		Ra : 93 (Ra≧88)、 R9, R13, R15 : 90 (R9,R13,R15≧85)										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.020		（0.356, 0.367)										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.01		0.78		0.30		1.01		0.71		0.52		デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		6.5		6.1		6.5				6.3		デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		5.07		1.83		6.57		4.62		3.28		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		27		28		27				28		全光束/(定格電力) デンリョク

				輝度寿命
 LT50		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		120,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		24,000

				
 LT70		( L0=1000 cd/m2 )		h		－		60,000

						( L0=3000 cd/m2 )		h		－		12,000

																						130226





																												外観 ガイカン

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。 表中の特性値は、特に記載の無い場合、定格電流で駆動させたときの値です。
*2  パネル表面温度が50℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は設計値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



旧_P07_性能一覧表 （英語）

				Specification of OLED Lighting Panel --P07 Series--



				Models								Standard

				Product Numbers								　P07B0507W-
　　　　　　　　　A14A		　P07A0203W-
　　　　　　　　　A14A		　P07C0610W-
　　　　　　　　　A14A		　P07D0407W-
　　　　　　　　　A14A		　P07E0305W-
　　　　　　　　　A14A		Measurement Procedure

				Externals						【Tolerance】

				Size    （W x L）				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		Caliper

				         （T）				mm		±0.3		2.3		2.1		2.3						Micrometer

				Active Area （W x L）				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		Caliper

				Weight				g		±15%		107		43		143		107		84		Microbalance

				Operating Temperature Range				℃		－		5 ～ 40

				Storage Temperature Range				℃		－		-20 ～ 50

				Correlated Color Temperature				K		±15%		4,000
（White）										Integrating Sphere、Sprctroradiomater(CS-2000）

				Maximum Luminous Flux				lm		±15%		142		55		184		129		94		Integrating Sphere、Sprctroradiomater(CS-2000）

				Maximum Luminance				cd/m2		±15%		3,000										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Luminance Uniformity				%		－		≦20										（Standard Deviation/Average Luminance）

				Color Rendering Index						±10%		90										Integrating Sphere、Sprctroradiomater(CS-2000）

				Chromaticity Coordinates						±0.025		（0.377, 0.373)										2D Color Analyzer（UA-1000A）

				Rated Current				A		±0.02		0.74		0.29		0.96		0.67		0.49		Digital Multimeter

				Rated Voltage				V		－		6.3		5.9		6.3				6.1		Digital Multimeter

				Energy Consumption				W		－		4.7		1.7		6.1		4.3		3.0		(Rated Current x Rated Voltage)

				Luminous Efficacy				lm/w		－		30		32		30				31		(Total Luminous Flux)/(Energy Consumption)

				Life-time
50% Luminance		@1000cd/㎡		h		－		120,000

						@3000cd/㎡		h		－		24,000

				
30% Luminance		@1000cd/㎡		h		－		60,000

						@3000cd/㎡		h		－		12,000

																						130116





																												Externals

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												Front Side		Back Side		Front Side		Back Side		Front Side		Back Side



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  The figures here are subject to be changed without any notice. The above performance data (except for life-time data @1000/cd/m2) are values when operating at the rated current.
*2  Surface temperature of the driving panel must be not more than 50℃.
*3  A constant current power source is needed since a rated current defines a rated voltage. A protection circuit to turn off electricity is needed in case of short circuit.
　　 When driven by a constant current, if the voltage applied to the panel is less than 4V , the power should be shut off.
*4　We accept no responsibility for product life-time since the above life-time data are design values.

*2

*3

*4

*1



旧_P07_性能一覧表（日本語）

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P07 シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								　P07B0507W-
　　　　　　　　　A14A		　P07A0203W-
　　　　　　　　　A14A		　P07C0610W-
　　　　　　　　　A14A		　P07D0407W-
　　　　　　　　　A14A		　P07E0305W-
　　　　　　　　　A14A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （W x L） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		ノギス

				                （T）				mm		±0.3		2.3		2.1		2.3						マイクロメータ

				発光部寸法 （W x L） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±15%		107		43		143		107		84		電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		4,000
（白色） ハクショク										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		142		55		184		129		94		積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		3,000										2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20										（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		90										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.025		（0.377, 0.373)										2次元輝度計（UA-1000A）

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.02		0.74		0.29		0.96		0.67		0.49		デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		6.3		5.9		6.3				6.1		デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		4.7		1.7		6.1		4.3		3.0		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		30		32		30				31		全光束/(定格電流 x 定格電圧)

				輝度寿命
50%減		（1000cd/㎡駆動時）		h		－		120,000

						（3000cd/㎡駆動時）		h		－		24,000

				
30%減		（1000cd/㎡駆動時）		h		－		60,000

						（3000cd/㎡駆動時）		h		－		12,000

																						130116





																												外観 ガイカン

																												145 x 145 (mm)				97.6 x 97.6 (mm)				287 x 97 , 287 x 74 , 287 x 59.5  (mm)

																												正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン		正面 ショウメン		背面 ハイメン



																												P**B****-A1*A				P**A****-A1*A				P*******-A1*A



*1 

*21 

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。 表中の特性値は、特に記載の無い場合、定格電流で駆動させたときの値です。
*2  パネル表面温度が50℃以下となるような環境でご使用下さい。
*3  電流値に応じた電圧値となります。　電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　　パネルが短絡状態になった時に通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（短絡状態での通電が続くと局所的に高温になる場合があります。　パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　　電圧はパネル温度により変動します。　定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*4　寿命は設計値であり、保証値ではありません。

*2

*3

*4

*1



旧_P06_性能一覧表

				照明用有機ELパネル　性能一覧表 --P06（高演色） シリーズ-- ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ コウ エンショク



				モデル								スタンダードパネル

				項目 ／ 形名 コウモク ケイ メイ								P06B0508N-
A13A		P06A0203N-
A13A		P06C0610N-
A13A		P06D0507N-
A13A		P06E0305N-
A13A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法    （L x W） ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145		97.6 x 97.6		287 x 97		287 x 74		287 x 59.5		ノギス

				                （T）				mm		±0.3		2.36		2.16		2.36		2.36		2.36		ノギス

				発光部寸法 （L x W） ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125		77.8 x 77.8 		264 x76.8		264 x 53.8		264 x 39.3		ノギス

				重量　（参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±15%		107		43		143		107		84		電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5 ～ 40

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20 ～ 50

				相関色温度 ソウカン イロ オンド				K		±15%		4,700
（昼白色） チュウ ハクショク										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				全光束 ゼン コウソク				lm		±15%		135		52		177		124		91		積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				輝度 キド				cd/m2		±15%		3,000										2次元輝度計（UA-1000A）

				輝度面内ばらつき キド メンナイ				%		－		≦20										（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						－		Ra ：93 （Ra≧88）、　R9，R13，R15 ：90 （R9，13，15≧85）										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				色度座標　(x,y) イロ ド ザヒョウ						±0.020		（0.356, 0.367)										積分球、分光放射計(CS-2000） セキブン キュウ

				定格電流 テイカク デンリュウ				A		±0.02		0.78		0.30		1.01		0.71		0.52		デジタルマルチメータ

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		－		6.5		6.1		6.5				6.3		デジタルマルチメータ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		5.1		1.8		6.6		4.6		3.3		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		27		28		27				28		全光束/(定格電流 x 定格電圧)

				輝度寿命
50%減		（1000cd/㎡駆動時）		h		－		120,000

						（3000cd/㎡駆動時）		h		－		24,000

				
30%減		（1000cd/㎡駆動時）		h		－		60,000

						（3000cd/㎡駆動時）		h		－		12,000

																						121108
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*1  表中の数値は今後変更する場合があります。 表中の特性値は、特に記載の無い場合、定格電流で駆動させたときの値です。
*2  電流値に応じた電圧値となります。 電流駆動素子ですので、定電流回路による駆動を推奨します。
　　パネルが短絡状態になった時には通電を遮断する保護回路を設けて下さい。
　　　（通電が続くと局所的に高温になる場合があります。パネルへの印加電圧が4Vを下回る際は、通電を遮断して下さい。）
　　電圧はパネル温度により変動します。定格電圧は室温(25℃)環境下における定格電流での値です。
*3  パネル表面温度が50℃以下となるような環境でご使用下さい。
*4　寿命は設計値であり、保証値ではありません。

*3

*2

*4

*1



性能一覧表（rev.0-1） 黒文字

								照明用有機ELパネル　性能一覧表 ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ																						2011年 1月18日
Lumiotec株式会社 ネン ガツ ヒ カブシキ ガイシャ

																														管理No.LTS-10007 カンリ

				モデル								スタンダードパネル

				形名 ケイ メイ								P04B0909L-A12A		P03B0909N-A12A		P04A0404L-A12A		P03A0404N-A12A		P04C1312L-A12A		P03C1312N-A12A		P04D0909L-A12A		P03D0909N-A12A		P04E0606L-A12A		P03E0606N-A12A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法 (L x W ) ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145				97.6 x 97.6				287 x 97				287 x 74				287 x 59.5				ノギス

				　　　　　　　（T)				mm		±0.3		2.3				2.1				2.3				2.3				2.3				ノギス

				発光部寸法 (L x W ) ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125				77.8 x 77.8 				264 x76.8				264 x 53.8				264 x 39.3				ノギス

				重量     (参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±15％		107				43				143				107				84				電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5～40℃

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20～50℃

				相関色温度　（6mA/㎠駆動時） ソウカン イロ オンド				K		±20%		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		２,８００
（電球色）		４,９００
（昼白色） 		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		分光放射計(SR3-AR）,20分点灯値 プン テントウ チ

				全光束　（6mA/㎠駆動時） ゼン コウソク				lm		±20%		99		99		40		40		134		134		94		94		68		68		積分球、20分点灯値 セキブン キュウ フン テントウ チ

				輝度　（6mA/㎠駆動時） キド クドウ ジ				cd/m2		±20%		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		２次元輝度計（UA-1000A）,20分点灯値 フン テントウ チ

				輝度面内ばらつき　（6mA/㎠駆動時） キド メンナイ				％		－		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra　（6mA/㎠駆動時） ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		82		81		82		81		82		81		82		81		82		81		分光放射計(SR3-AR）,20分点灯値 プン テントウ チ

				色度座標　(x,y)　（6mA/㎠駆動時） イロ ド ザヒョウ						±0.04		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		分光放射計(SR3-AR）,20分点灯値 プン テントウ チ

				定格電流　（6mA/㎠駆動時） テイカク デンリュウ				A		±0.02		0.90		0.90		0.36		0.36		1.22		1.22		0.85		0.85		0.62		0.62

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		±10％		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		20分点灯後測定 フン テントウ ゴ ソクテイ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		9.6		9.5		3.9		3.8		13.0		12.9		9.1		8.9		6.7		6.5		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		全光束/(定格電流 x 定格電圧)

				輝度寿命
50%減		（参考値、L0=1000cd/㎡駆動時）		h		－		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		２次元輝度計（UA-1000A）

						（参考値、6mA/㎠駆動時） サンコウ チ		h		－		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		6mA/㎡駆動1000～3000ｈデータからの

				輝度寿命
70%減		（参考値、L0=1000cd/㎡駆動時）		h		－		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		推定値

						（参考値、6mA/㎠駆動時） サンコウ チ		h		－		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		L0=1000cd/㎡駆動時の寿命は6mA/㎡

				色度変化
⊿E=0.03		（参考値、L0=1000cd/㎡駆動時）		h		－		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		駆動データを基にした計算値

						（参考値、6mA/㎠駆動時） サンコウ チ		h		－		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		試験環境25℃













										⑦		均熱放熱板種類 タモツ ネツ ホウネツ バン シュルイ		－

										⑧		表面フィルム ヒョウメン		0：なし、1：あり

										⑨		接続形式 セツゾク ケイシキ		A：リード線無し/長辺中央取出し、C：リード線無し/端部取り出し セン ナ チョウヘン チュウオウ トリダ セン ナ タン ブ ト ダ
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 P04　B　09　09　L　-　　A　1　1　C
 ①  　②  ③  ④  ⑤     ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。発光面の光取出しフィルムなしの製品は特注品となります。
*2  ⊿E の計算式は、 ⊿E=√((⊿x)2+(⊿y)2 )。x,yは色度座標の値（CIE1931）。
*3  電流値に応じた電圧値となるので、定電流回路による駆動を推奨します。万一パネルが短絡状態になった時には通電を遮断する保護回路を設けてください。
　　 電圧はパネル温度により変動します。定格電圧は室温(23℃)環境下における定格電流での値です。
*4　パネル表面温度を60℃以下としてください。
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性能一覧表（rev.0）

								照明用有機ELパネル　性能一覧表 ショウメイヨウ ユウキ セイノウ イチラン ヒョウ																						2011年 1月18日
Lumiotec株式会社 ネン ガツ ヒ カブシキ ガイシャ

																														管理No.LTS-10007 カンリ

				モデル								スタンダードパネル

				形名 ケイ メイ								P04B0909L-A12A		P03B0909N-A12A		P04A0404L-A12A		P03A0404N-A12A		P04C1312L-A12A		P03C1312N-A12A		P04D0909L-A12A		P03D0909N-A12A		P04E0606L-A12A		P03E0606N-A12A		測定方法 ソクテイ ホウホウ

				外観 ガイカン						【許容差】

				外形寸法 (L x W ) ガイケイ スンポウ				mm		±0.7		145 x 145				97.6 x 97.6				287 x 97				287 x 74				287 x 59.5				ノギス

				　　　　　　　（T)				mm		±0.3		2.3				2.1				2.3				2.3				2.3				ノギス

				発光部寸法 (L x W ) ハッコウ ブ スンポウ				mm		±0.5		125 x 125				77.8 x 77.8 				264 x76.8				264 x 53.8				264 x 39.3				ノギス

				重量     (参考値） ジュウリョウ サンコウ チ				g		±15％		107				43				143				107				84				電子天秤 デンシ テンビン

				使用温度範囲 シヨウ オンド ハンイ				℃		－		5～40℃

				保存温度範囲 ホゾン オンド ハンイ				℃		－		-20～50℃

				相関色温度　（6mA/㎠駆動時） ソウカン イロ オンド				K		±20%		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		２,８００
（電球色）		４,９００
（昼白色） 		２,８００
（電球色） デンキュウ イロ		４,９００
（昼白色）  ヒル ハクショク		分光放射計(SR3-AR）,20分点灯値 プン テントウ チ

				全光束　（6mA/㎠駆動時） ゼン コウソク				lm		±20%		99		99		40		40		134		134		94		94		68		68		積分球、20分点灯値 セキブン キュウ フン テントウ チ

				輝度　（6mA/㎠駆動時） キド クドウ ジ				cd/m2		±20%		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		2,800		2,700		２次元輝度計（UA-1000A）,20分点灯値 フン テントウ チ

				輝度面内ばらつき　（6mA/㎠駆動時） キド メンナイ				％		－		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		≦20		（標準偏差/平均輝度） ヒョウジュン ヘンサ ヘイキン キド

				平均演色評価数 Ra　（6mA/㎠駆動時） ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ						±10%		82		81		82		81		82		81		82		81		82		81		分光放射計(SR3-AR）,20分点灯値 プン テントウ チ

				色度座標　(x,y)　（6mA/㎠駆動時） イロ ド ザヒョウ						±0.04		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		(0.45, 0.42)		(0.35, 0.38)		分光放射計(SR3-AR）,20分点灯値 プン テントウ チ

				定格電流　（6mA/㎠駆動時） テイカク デンリュウ				A		±0.02		0.90		0.90		0.36		0.36		1.22		1.22		0.85		0.85		0.62		0.62

				定格電圧 テイカク デンアツ				V		±10％		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		10.7		10.5		20分点灯後測定 フン テントウ ゴ ソクテイ

				定格電力 テイカク デンリョク				W		－		9.6		9.5		3.9		3.8		13.0		12.9		9.1		8.9		6.7		6.5		定格電流 x 定格電圧

				電力効率 デンリョク コウリツ				lm/w		－		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		10.3		10.5		全光束/(定格電流 x 定格電圧)

				輝度寿命
50%減		（参考値、L0=1000cd/㎡駆動時）		h		－		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		50,000		100,000		２次元輝度計（UA-1000A）

						（参考値、6mA/㎠駆動時） サンコウ チ		h		－		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		10,000		20,000		6mA/㎡駆動1000～3000ｈデータからの

				輝度寿命
70%減		（参考値、L0=1000cd/㎡駆動時）		h		－		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		25,000		50,000		推定値

						（参考値、6mA/㎠駆動時） サンコウ チ		h		－		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		5,000		10,000		L0=1000cd/㎡駆動時の寿命は6mA/㎡

				色度変化
⊿E=0.03		（参考値、L0=1000cd/㎡駆動時）		h		－		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		駆動データを基にした計算値

						（参考値、6mA/㎠駆動時） サンコウ チ		h		－		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		試験環境25℃













										⑦		均熱放熱板種類 タモツ ネツ ホウネツ バン シュルイ		－

										⑧		表面フィルム ヒョウメン		0：なし、1：あり

										⑨		接続形式 セツゾク ケイシキ		A：リード線無し/長辺中央取出し、C：リード線無し/端部取り出し セン ナ チョウヘン チュウオウ トリダ セン ナ タン ブ ト ダ
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 P04　B　09　09　L　-　　A　1　1　C
 ①  　②  ③  ④  ⑤     ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

*1  表中の数値は今後変更する場合があります。発光面の光取出しフィルムなしの製品は特注品となります。
*2  ⊿E の計算式は、 ⊿E=√((⊿x)2+(⊿y)2 )。x,yは色度座標の値（CIE1931）。
*3  電流値に応じた電圧値となるので、定電流回路による駆動を推奨します。万一パネルが短絡状態になった時には通電を遮断する保護回路を設けてください。
　　 電圧はパネル温度により変動します。定格電圧は室温(23℃)環境下における定格電流での値です。
*4　パネル表面温度を60℃以下としてください。

*4

PＳ用　（ＴＰ０４フィルムデータ蓄積により微調整します）
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