
POINT
2

POINT
1 ※1：一般形・クラス1500において　※2：省電力モデルは40,000時間。照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。※1：一般形・クラス1500において　※2：省電力モデルは40,000時間。照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

POINT
3
ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]との組合せで手軽に調光

クラス1500タイプ（水銀ランプ400W相当）
消費電力比較 光源寿命時間比較消費電力比較

ランニングコスト比較（1台試算）

光源寿命時間比較

水銀ランプ
400W器具

LED
クラス1500

水銀ランプ
400W器具

※光束維持率85%

LED

415W

103W
（平均電力）

約75%
削減

約5倍
長寿命

12,000
時間

60,000
時間

初期　1年　2年　3年　4年　5年　6年　7年　8年　9年　10年（経過年）

［比較条件］
・当社水銀灯器具
（消費電力：415W）と
GTシリーズ［角タイプ］
クラス1500
EL-C15030N AHJ
125,000円（税別）
消費電力（平均）103Wとの比較
・年間点灯時間3000時間
・電気料金：27円/kWh（税込）
※新電力料金目安単価
・水銀灯器具には交換ランプ費用
（税別）を含む

約 約

GTシリーズ角タイプは電源にデジタルインターフェース　 を搭載。
同デジタルインターフェースに別売の無線調光ユニット（後付）を取り付け
ることにより、調光信号線不要のMILCO.S[ワイヤレスタイプ]との組合せ
が可能。リニューアルの場合でもお手軽に調光空間を実現できます。

[ワイヤレスタイプ]

取付部への負担が少なく、比較的小規模な補強で対応できます。

新商品 角タイプ従来LED高天井用ベースライト
（一般形 / 電源一体型 / クラス1500）

取付部への負担が少なく、比較的小規模な補強で対応できます。

新商品 角タイプ従来LED高天井用ベースライト
（一般形 / 電源一体型 / クラス1500）

取付部への負担が少なく、比較的小規模な補強で対応できます。

新商品 角タイプ従来LED高天井用ベースライト
（一般形 / 電源一体型 / クラス1500）

従来水銀灯器具
Φ392

504

□210

302

□215角タイプ
GTシリーズ

¥400,000

¥350,000

¥300,000

¥250,000

¥200,000

¥150,000

¥100,000

¥50,000

¥0

約4.7年で
償却

10年で
約14.2万円お得

（一般形 / 電源一体型丸タイプ / クラス1500）（一般形 / 電源一体型丸タイプ / クラス1500）（一般形 / 電源一体型丸タイプ / クラス1500）

従来の電源一体型器具から約7kgの軽量化。コンパクトな角形形状で施工性も向上従来の電源一体型器具から約7kgの軽量化。コンパクトな角形形状で施工性も向上

3.1

LED高天井用ベースライト

GTシリーズ［角タイプ］
一般モデル クラス1500

水銀灯400W器具

60000時間の長寿命
公共施設用形名にも対応
60000時間の長寿命
公共施設用形名にも対応
60000時間の長寿命
公共施設用形名にも対応

151.7lm/W※1の高効率と60,000時間※2の長寿命151.7lm/W※1の高効率と60,000時間※2の長寿命

三菱LED照明
2016-2

角タイプ  一般モデル
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三菱LED照明 本チラシ掲載商品の希望小売価格には消費税、配送、設備調整、据付工事等に要する費用は
含まれておりません。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ください。

■オプションとの組合せで広がる用途

クラス

外観イメージ

クラス4000
メタルハライドランプ1kW相当

クラス3000
水銀ランプ700W相当

クラス2000
メタルハライドランプ400W相当

クラス1500
水銀ランプ400W相当

クラス1000
水銀ランプ250W相当

EL-C40030N 2AHJ

(47,000lm･303.7W･154.7lm/W)　　　　　　　　　　　
器具質量:6.6kg

器具質量:6.8kg

器具質量:6.8kg

器具質量:6.8kg

器具質量:6.8kg

※開発中のため、外観仕様が予告なく変更になる場合があります。
　詳細は別途お問い合わせください。

器具質量:5.5kg

器具質量:5.5kg

器具質量:5.5kg

器具質量:5.5kg

器具質量:3.7kg

器具質量:3.7kg

器具質量:3.7kg

器具質量:3.7kg

器具質量:3.2kg

器具質量:3.2kg

器具質量:3.2kg

器具質量:3.2kg

器具質量:3.2kg

器具質量:3.2kg

器具質量:3.2kg

器具質量:3.2kg

¥314,000 (税別)

EL-C30030N 2AHJ

(34,200lm･228.0W･150.0lm/W)
器具質量:5.3kg

¥212,000 (税別)

EL-C20030N AHJ

(23,800lm･150.4W･158.2lm/W)

公共施設用形名　LSR2W-20000LM LJ.LZ(AHJ)

器具質量:3.6kg

¥160,000 (税別)

EL-C15030N AHJ

(17,300lm･114.1W･151.7lm/W)
器具質量:3.1kg

¥125,000 (税別)

EL-C10030N AHJ

(11,000lm･70.3W･156.4lm/W)
器具質量:3.1kg

¥88,000 (税別)

■特殊対応形
軒下・耐塩・低温用モデル
特殊対応形は保護等級IP54に適合。
埃が多い倉庫や軒下、塩害地域などにも使用可能。

その他順次発売予定

一般形（屋内仕様）  [角タイプ]

初期照度補正

無線調光ユニット
との組合せ

SC0521 

(47,000lm･304.3W･154.4lm/W)
組合せ価格

¥6,000 (税別)
¥320,000 (税別)

SC0521

(34,200lm･228.6W･149.6lm/W)
組合せ価格

¥6,000 (税別)
¥218,000 (税別)

SC0520

(23,800lm･150.7W･157.9lm/W)
組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥163,000 (税別)

SC0520

(17,300lm･114.4W･151.2lm/W)
組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥128,000 (税別)

SC0520

(11,000lm･70.6W･155.8lm/W)
組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥91,000 (税別)

組合せ価格
¥6,000 (税別)

¥320,000 (税別) 組合せ価格
¥6,000 (税別)

¥218,000 (税別) 組合せ価格
¥3,000 (税別)

¥163,000 (税別)

クラス

外観イメージ

クラス2000
メタルハライドランプ400W相当

クラス1500
水銀ランプ400W相当

クラス1000
水銀ランプ250W相当

EL-C20040N AHN

(22,000lm･129.0W･170.5lm/W)

器具質量:3.4kg

¥101,000 (税別)
EL-C15040N AHN

(16,000lm･94.0W･170.2lm/W)

器具質量:2.9kg

¥86,000 (税別)
EL-C10040N AHN

(11,000lm･68.3W･161.0lm/W)

器具質量:2.9kg

¥60,000 (税別)

(22,000lm･129.3W･170.1lm/W)
組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥104,000 (税別)

(16,000lm･94.3W･169.6lm/W)
組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥89,000 (税別)

(11,000lm･68.6W･160.3lm/W)
組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥63,000 (税別)

(16,000lm･94.3W･169.6lm/W) (11,000lm･68.6W･160.3lm/W)

組合せ価格
¥3,000 (税別)

¥128,000 (税別) 組合せ価格
¥3,000 (税別)
¥91,000 (税別)

EL-C40031N  2AHJ

器具質量:6.6kg

¥314,000 (税別)

EL-C30031N 2AHJ

(32,400lm･228.0W･142.1lm/W)
器具質量:5.3kg

¥212,000 (税別)

EL-C20031N AHJ

(22,500lm･150.4W･149.6lm/W)

公共施設用形名　LSR2M-20000LM LJ.LZ(AHJ)

器具質量:3.6kg

¥160,000 (税別)

EL-C15031N AHJ

(16,400lm･114.1W･143.7lm/W)
器具質量:3.1kg

¥125,000 (税別)

EL-C10031N AHJ

(11,000lm･70.3W･156.4lm/W)
器具質量:3.1kg

¥88,000 (税別)

EL-C40031N  2AHJ

(44,500lm･304.3W･146.2lm/W)
組合せ価格

¥6,000 (税別)
¥320,000 (税別)

EL-C30031N 2AHJ

(32,400lm･228.6W･141.7lm/W)
組合せ価格

¥6,000 (税別)
¥218,000 (税別)

EL-C20031N AHJ

(22,500lm･150.7W･149.3lm/W)
組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥163,000 (税別)

EL-C15031N AHJ

(16,400lm･114.4W･143.3lm/W)
組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥128,000 (税別)

EL-C10031N AHJ

(11,000lm･70.6W･155.8lm/W)
組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥91,000 (税別)

組合せ価格

¥6,000 (税別)
¥320,000 (税別)

(32,400lm･228.6W･141.7lm/W)
組合せ価格

¥6,000 (税別)
¥218,000 (税別)

(22,500lm･150.7W･149.3lm/W)
組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥163,000 (税別)

(16,400lm･114.4W･143.3lm/W)
組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥128,000 (税別) 組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥91,000 (税別)

共通仕様 ・Ra75  ・昼白色(5000K)　・光源寿命60,000時間　※連続調光[信号・無線制御5～100％］

共通仕様 ・Ra75  ・昼白色（5000K）　・光源寿命40,000時間　※連続調光[信号・無線制御5～100％］

組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥104,000 (税別) 組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥89,000 (税別) 組合せ価格

¥3,000 (税別)
¥63,000 (税別)

･その他
露出BOX取付金具
落下防止ワイヤー
壁面用取付金具
電動昇降機装置取付金具
チェーン吊金具

・下面ガード 

小:EL-X0089 ¥11,000 (税別)
中:EL-X0090 ¥14,500 (税別)
大:EL-X0091 ¥23,000 (税別)
   
   

小:EL-X0092 ¥13,000 (税別)
中:EL-X0093 ¥17,500 (税別)
大:EL-X0094 ¥28,000 (税別)
   
   

小:EL-X0095 ¥22,000 (税別)
中:EL-X0096 ¥25,000 (税別)
大:EL-X0097 ¥35,000 (税別)
   
   

・ガード付拡散カバー ・全体ガード

広
角
配
光

信号調光ユニット
との組合せ

固定出力

無線調光ユニット
との組合せ

信号調光ユニット
との組合せ

初期照度補正

無線調光ユニット
との組合せ

信号調光ユニット
との組合せ

無線調光ユニット 無線調光ユニット 無線調光ユニット 無線調光ユニット 無線調光ユニット

SC0621 SC0621 SC0620 SC0620 SC0620
信号調光ユニット 信号調光ユニット 信号調光ユニット 信号調光ユニット 信号調光ユニット

SC0521 SC0521 SC0520 SC0520 SC0520
無線調光ユニット 無線調光ユニット 無線調光ユニット 無線調光ユニット 無線調光ユニット

SC0621 SC0621 SC0620 SC0620 SC0620
信号調光ユニット

SC0520
無線調光ユニット

SC0520 
無線調光ユニット

SC0520
無線調光ユニット

SC0620 
信号調光ユニット

SC0620 
信号調光ユニット

SC0620
信号調光ユニット

信号調光ユニット 信号調光ユニット 信号調光ユニット 信号調光ユニット

EL-C40030N 2AHJ EL-C30030N 2AHJ EL-C20030N AHJ EL-C15030N AHJ EL-C10030N AHJ

EL-C40030N 2AHJ EL-C30030N 2AHJ EL-C20030N AHJ EL-C15030N AHJ EL-C10030N AHJ

(47,000lm･304.3W･154.4lm/W) (34,200lm･228.6W･149.6lm/W) (23,800lm･150.7W･157.9lm/W) (17,300lm･114.4W･151.2lm/W) (11,000lm･70.6W･155.8lm/W)

中
角
配
光

広
角
配
光

(44,500lm･303.7W･146.5lm/W)

EL-C40031N  2AHJ EL-C30031N 2AHJ EL-C20031N AHJ EL-C15031N AHJ EL-C10031N AHJ

(44,500lm･304.3W･146.2lm/W)

■省電力モデル：効率性を重視した省電力モデル

EL-C20040N AHN EL-C15040N AHN EL-C10040N AHN

EL-C20040N AHN EL-C15040N AHN EL-C10040N AHN

(22,000lm･129.3W･170.1lm/W)

(11,000lm･70.6W･155.8lm/W)

器具質量:3.5kg

器具質量:3.5kg

器具質量:3.0kg

器具質量:3.0kg

器具質量:3.0kg

器具質量:3.0kg

※2016年3月発売予定

■一般モデル：公共施設用形名にも対応

耐高温モデル 耐油煙モデル 耐塩素モデル重耐塩モデル

重耐塩


