2015 年 8 月

NEW!

新商品発売のお知らせ

LED電球タイプ
業務用浴室灯発売のお知らせ
業務用浴室灯の LED電球対応器具 2機種をラインアップ。

E17口金を採用。LED電球タイプのため光源の交換が容易。お客様のご要望にあったランプを選択可能です。

汚れなどを拭き取りやすいシンプルな形状。
医療・福祉・公共施設向けの浴室に最適。
業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水周り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用し、
防水性を高めた構造です。
壁面取付専用 [防雨・防湿形 ]

小形電球形
（口金：E17）

防雨・防湿形器具について
ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所や、
浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。
注）防雨形器具であっても屋外では使用できない場合があります。
注）業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動の強い場所、温泉地など腐食性
ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害地帯などでは使用できません。
注）使用制限など詳しくは器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。
注）器具の保護構造については照明総合カタログ P.A7 をご参照ください。
三菱照明総合カタログ

EL-WVE1706C

●照明器具には寿命があります。

安全に関する
ご注意

●設置して8〜10年経つと、
外観に異常がなくても内部の劣化が進行し
※使用条件は周囲温度30℃、
1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
ています。点検・交換をおすめします。
（JIS C 8105-1解説による）
●周囲温度が高い場合、
点灯時間が長い場合は、
寿命が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」
（注）

により、自主点検をして
（注）
「安全チェックシート」
ください。
は、
（一社）日本照明工業会のホームページよりダウンロードできま
「LED器具 安全チェックシート」
す。URL http://www.jlma.or.jp
は、当社 ホームページよりダウンロードできます。
URL http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/down

load/
●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けくだ
さい。
●点検せずに長時間使い続けると、
まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用でき
ず、またアフターサービスもできません。
for use in Japan only
and can not be used
in any other country.
No servicing

This appliance is designed

本カタログ掲 載 商 品
の希望小売価格
には消費税、配送・設置調整・据付工事
等に要する費用は含まれておりません。

照明器具
ランプ

（株）営業本部 照明技術相談センター
フリーダイヤル（0120）
34 8- 0 2 7
（0120）
232 -288

Japan.

受付時間 9 時〜17 時
（土・日・祝日は除く）
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ご用命は、信用ある当店へど
うぞ。

「照明総合カタログ」430ページに掲載しています。
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Web カタログは↓をご覧ください。

http://wwwl14.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/wink̲doc/contents/doc/WEB̲CATA/SS165C9569A/pageview/pageview.html#page̲num=430

機種名称

形名

希望小売価格
(税別)

口金

LED電球タイプ

EL-WVE1705C

\23,800

E17

業務用浴室灯

is available outside of

また、使用済み商品の引き取りに要する
費用等は販売店にご相談下さい。

〒247 - 0056 神奈川県鎌倉市大船
2 -14 - 40
三菱電機照明（株）営業本部
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/
首都圏支社 ………………………………………………………
三菱電機住環境システムズ
（株）
北海道支社 …………………………………………………… 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町
三菱電機住環境システムズ
1-18-12（日土地人形町ビル
（株）
東北支社 ……………………………………………………… 〒004-8610 北海道札幌市厚別区大谷地東
3F） （03）5623-7660
（代）
三菱電機住環境システムズ
2-1-11
（株）
東京支社 ……………………………………………………… 〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野
（011）
893-1391
三菱電機住環境システムズ
1-12-1（仙台 MM ビル
（株）
3F）
中部支社 ……………………………………………………… 〒110-0014 東京都台東区北上野
（022）
742-3019
1-8-1
北陸 統括支店 ………………………………………………… 〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田
（03）3847-4114
三菱電機住環境システムズ
2-15-47
（株）
関西支社 ……………………………………………………… 〒920-0811 石川県金沢市小坂町西
（052）
725-2044
三菱電機住環境システムズ
81
（株）
中四国支社 …………………………………………………… 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町
（076）
252-1151
2-7-8
四国 営業本部 ………………………………………………… 〒730-0022 広島県広島市中区銀山町
（06）6338-8091
三菱電機住環境システムズ
3-1（ひろしまハイビル
（株）
21）
九州支社 ……………………………………………………… 〒761-1705 香川県高松市香川町川東下
（082）
504-7361
沖縄三菱電機販売（株）
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 717-1（新空港通り）
………………………………………………………………
（087）
879-1066
3-9-15 Esteem 福岡
………… 〒901-2223
（092）476-7105
沖縄県宜野湾市大山
7-12-1
（098）898-1111
（代）
三菱電機照明

照明総合カタ ログ

EL-WVE1705C

備考

※

ランプ別売
LED電球タイプ

業務用浴室灯

EL-WVE1706C

\29,800

E17

※適合ランプ(LED電球)
小形
電球形

形名

LDA6L-G-E17
全方向
40形相当
タイプ
LDA6D-G-E17

光色
（色温度）
電球色（2700K）
昼光色（6500K）

定格入力 定格消費 定格入力 全光束 定格寿命 平均演色
電圧（V） 電力（W） 電流（A） （lm） （h） 評価数（Ra）
6.1
0.10
440
80
40,000
100
6.1
0.10
460
80

●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがありますが、ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明 ( 株 ) 営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9 時〜 17 時（土･日･祝日は除く）
LED 照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax. (0467)46-8861

