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1. 特色 Feature/特徴 

玻璃纖維散熱基座及無昡光處理 

Glass fiber heat-sink base and No Glare 
ガラスファイバーの熱をベースと[いいえ]グレアシンク 

採用恆流驅動模式並具功率因素修正方案 
Using constant current with P.F.C mode. 
を使用して P.F.C モードでは、現在の定数です。 

採用小晶片分流原理 

Using small-chip shunt theorem 
を使用して小さなチップのシャントの定理 

支援傳統標準燈座介面 

Support traditional fluorescent tube standards interface. 
をサポートし、従来の蛍光管の標準インターフェイスです。 

較傳統日光燈管( T5 / T8)節電約有 50%~70% More energy saving by 50%~70% than traditional fluorescent 

tube/より多くのエネルギーの 50％〜従来の蛍光管よりも 70％節約 

 

2. 產品總覽 Product Overview/製品概要 

※ 玻璃纖維散熱基座可以幫助發光二極體更迅速的散除因運作時所產生的熱能，提高使用壽命。 

Glass fiber heat-sink base can dissipate more heat and lead to a longer life span. 

ガラスファイバーの熱をより多くの熱を放散することができますし、長い寿命につながる基盤シンク 

※ 採用恆流驅動可以更有效率的提升發光二極體的使用壽命並支援 PFC 可有效降低使虛功率。 

More stably luminescence efficiency by constant current mode, and support PFC function. 

定電流モードでもっと安定して発光効率、およびサポートの PFC 機能します。   

※ 使用小晶片分流原理可讓晶片之單位面積之電流有效利用率提高、增加發光效率。 

Using small-chip shunt theorem lowers chip driving barrier and increases its efficiency. 

定電流モードでもっと安定して発光効率、およびサポートの PFC 機能します。 

※ 燈管內建變壓系統並完全支援傳統 T8 燈座有效的提升使用上的便利性。 

The product uses the same tube standards as that of traditional fluorescent tube, so that it can support original  

traditional lantern set.製品のように、元の伝統的な灯篭のセットをサポートすることができます従来の蛍光管 

と同じ管の基準を使用します。 

※ 採用半導體發光原理， 有效的較傳統燈管節電效果達 50%~70%並有效降低使虛功率。 

The product saves energy by 60%~70% because of semiconductor diode light source and starting under little  

current and low voltage.製品の 60％〜半導体レーザ光源のため、70％のエネルギーを節約し、小さな電流と 

低電圧下で開始。場所屋内エリア、ロビー、会議室、レストラン、オフィス、バルコニー、など 
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3. 編碼原則 Naming Norms 原則コーディング 

 

 

 

                                  

 

 

 GT :GENTECH SYSTEMS INC.,  

 TL : LED Tube Light 

 xxW : Watts(Power Consumption) 

 G : Glass fiber 

 xx : Serial number ( Color Temperature 、Luminous 、Dimension 、Input Voltage) 

 

 

 

 

 

4. 產品規格 Product Specification/仕様 

4.1 電器特性規格 Electronic Characteristic/電気的特性の仕様   

Item TL20WH 

輸入電壓 Input Voltage Range 

入力電圧 
65V/0.3A 

Voltage=100~265VAC / Frequency=47~63Hz 

LED 數量 LED Quantity 

LED の発注 100pcs 

功率因素 Power Factor ≧0.9 
  

LED 功率 

LED Power 

LED 電力 
0.2W (2835) 

靜電能力 Electrostatic Discharge 帯電防止

機能 ±2 KV(HBM) 

消耗功率 Power Consumption 

灯具消費電力 20±1W 
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裝置方塊圖 The Device Diagram/デバイスのブロック図 

 

電源模組方塊圖 The Power Module Diagram/電源モジュールのブロックダイアグラム 

 

消耗功率公差比率約有±15%   

The tolerance of total power consumption is ±15%/約± 15％の許容電力消費率 

 

 

 

4.2 機構特性規格 Mechanical Characteristic/組織の特長製品の仕様 

Item TL15WH 

封裝型態 Package Type 

パッケージタイプ Rectangle white 2.8 × 3.5mm PLCC-2 Package with Silicone Resin. 

封裝技術 Package Technology 

Package テクノロジー InGaN 

散熱材質規格 Heat-Sink Spec. 

放射材質規格 Glass fiber 

光學罩材質規格 Mask Spec. 

光カバー材質仕様 PC 

PCB 材質規格 PCB Spec. 

基板材質仕様 FR4 

介面規格 Socket Spec. 

インターフェイス G13 

燈管管徑規格 Tube Diameter 

管径 Φ26 mm (T8) 

燈管長度規格 Tube Length 

チューブの長さ 1198mm 
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4.3 光學特性規格 Optical Characteristic/光学特性仕様 

 

Item TL20WH 

發光角度 View Angle 

視野角 270° 

演色性 Color Rendering Index 

演色指数 ＞80 

光通量 Luminous Flux >1800Lm 
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5. 信賴性規格 Reliability Characteristic/信頼性仕様 

5.1 操作環境特性規格 Environment Characteristic/オペレーティング環境の特長製品の仕様 

 BTMH6014 BTMH1214 

表面温度 
Heat-Sink Surface Temp.表面温度 

<60℃ 

儲存温度 
Storage Temp. Range/保管温度 

-20°~60°C 

操作温度 
Operating Temp. Range/動作温度 

0°~45°C 

平均失效間隔 
M.T.B.F/平均失效間隔 

20000hrs(80% Decay) 
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6. 安裝程序 Installation/セットアップ 

Step 1： 在安裝前請卸除啟動器 
Remove starter before installation.  

インストールする前に削除スターター。 

Step 2： 請依燈具之旋入燈管方式置入本裝置後啟動 AC 電源 

To labeled end tip of LED fluorescent tube and turn on AC power.  
LED 蛍光管と AC 電源をオンにするにはラベルエンドチップ 
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※ 為得到更好的節電效果, 我們建議除了卸除啟動器外也可跳接安定器, 配線圖如下 

You can remove starter and bypass ballast in order to have better emerge saving as below. 

で優れている以下の省エネを emerge してするにはスターターとバイパスバラストを削除することができます。 

 
 

 

 本產品禁止液化物浸入。 

This product is prohibited material immersed in liquid. 

この製品は素材の液体に浸漬禁止されて 

 根據本裝置之設計, 本體中內建變壓器可適用電壓為 100~240VAC 

According to our design, the device is driven by 100~240V of AC power. 

デバイスの設計、オントロジー構築に、変圧器の電圧によると、100 です〜240VAC 適用 

 本裝置防潮具有防潮設計, 但無法直接置入水中 

The fluorescent is designed for moisture-proof use only. Don’t put it into water. 

このデバイスではなく、直接水の中に水分を防湿設計して 

 本裝置於啟動時約有 2 秒之延遲為正常現象 

It is normal that the device will delay starting 2 seconds due to carrier charging after the turning on. 

このデバイスは正常な現象の約 2 秒で起動時の遅延された 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 注意事項 Note/ノート 

燈具安裝後的注意事項 Lighting installation Precautions/照明のインストール上の注意 

1. 絕緣組抗低於規定值時，恐有觸電、發生火災之虞，應修復絕緣後再做通電。 
Insulated group of anti-less than the specified value when there is fear of electric shock, the risk of fire should  
be repaired before making a power insulation./ 絶縁グループ、指定した値より小さいときは、感電の恐れと、

火災の危険性は、電源の絶縁を行う前に修復する必要があります。 

2. 確認開關的正常動作，點燈、熄燈、調光狀態等。 
To confirm the normal operation of switches, lamps, lights, dimmer status. 
ライト、調光の状態、スイッチ、ランプの正常動作を確認してください。 

3. 再次確認燈具的安裝狀態。 
Once again confirmed the installation of lighting condition./再度条件の照明のインストールを確認した。 

   3.1 安裝是否牢固、電源接線是否良好，檢查燈具是否有落下，無法點燈之虞。 
Installation is solid, the power wiring is good, check whether there is light fall and can not do anything at  
risk.のインストールには、電源の配線をチェックするかどうかが光の秋には危険では何もしないのは良 

いことはしっかりしている。 

   3.2 電源接線、電池接線、燈管、燈座是否確實崁合。 
          Power cables, battery cables, lamp, lamp holder really Kan together./ 電源ケーブル、バッテリーケーブ 

ル、ランプ、ランプホルダーは本当に菅一緒に。 
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4. 燈具的清潔度依材質的不同，注意以下幾點：Cleanliness of the lamp according to the different 

 materials, note the following points:/ 別の資料によると、ランプの清掃は、次の点にご注意： 

表面加工部分：以質材柔軟的布輕輕擦拭，避免用質料過粗的紙張擦拭。 
Surface machining parts: quality materials soft cloth gently wipe and avoid using too thick of paper wiping material.表面加 

工部品：柔らかい布で軽く拭い、あまりにも紙の素材を消去厚さを避けるため高品質の材料。  

塑膠：以微溫水製作石鹹水，在石鹹水中以柔軟的布將污垢抹起，再以清水沖洗後，放置於 

陰涼處，使其自然乾燥。 

          Plastic: The production of micro-heated rock salt, salt water in the stone with a soft cloth to wipe dirt from, and then rinse  

with water, place in cool place to dry naturally. 

          柔らかい布で石のプラスチック：マイクロ加熱された岩塩の生産は、塩、水からして、水と、涼しい場所で行わすすぎ、 

自然乾燥して汚れを拭くために。 

不銹鋼：請用乾布擦拭，若表面有沾到污垢時，請用中性清潔劑擦拭後，再用清水沖洗。若 

不銹鋼表面有髮紋加工時，請沿著研磨方向清洗。 

Stainless steel: Please wipe with a dry cloth, if the surface touches the dirt, please wipe with a neutral cleaning  

agent, after, and then rinse with water. If the stainless steel surface of the hair pattern processing, 

please follow the direction of abrasive cleaning. 
場合は、表面仕上げの汚れステンレス鋼：以下、乾いた布で、中性の洗浄剤で、後に消去してくださいして、 

水で洗い流しふく。場合は、髪をパターン処理のステンレス鋼の表面に、研磨洗浄の方向に従ってください。 

 

8. 緊急狀況 Emergency/緊急事態 

狀況：無動作、冒煙、異味、閃爍或異音 No action, smoke, odor, flickering or Noise 

操作は、煙、臭気、ちらつきや音の違い作業はありません 

處理：若無法正常請通知專業人員協助處理。 

Please alter professional engineer if still no work.   

場合は、専門家は、通常の処理を支援にご連絡することはできません 

 

 


