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NEW!

新商品発売のお知らせ

LED非常用照明器具
防雨・防湿形器具発売のお知らせ
「オール LED化」実現に向けて非常用光源に LEDを使用した非常用照明器具に
Lファイン ecoシリーズ 防雨・防湿形をラインアップ。

逆富士タイプ 1灯用

逆富士タイプ 2灯用

反射笠タイプ 1灯用

反射笠タイプ 2灯用

非常時LEDが点灯、平常時はLEDベースライトとしてお使いいただける直管ランプ搭載形。
部品防水により、保護等級IP23。
軒下などの屋側(雨線内)で、
ご使用いただけます。
常用光源に、直管LEDランプ

2500lmタイプ を採用。
（LDL 40T・N/17/25・G3）

●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/dow

nload/
●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。
This appliance is designed
for use in Japan only
and can not be used
in any other country.
No servicing is available
outside of Japan.

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。
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。
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照明総合カタ ログ

※逆富士タイプ 1灯用のみ階段通路誘導灯兼用形となります。

三菱照明総合カタログ

ご用命は、信用ある当店へど
うぞ。

タイプ

形名

1灯用 EL-LWVH4101/2 AHN

S-S16-6-C9797-A MLF1606
〈TOP〉

希望
小売価格
(税別）

消費電力
（W)

器具光束
（lm)

¥107,000

24.0

2,460

固有エネルギー
器具寸法（mm）
消費効率
質量
（lm/W)

102.5

逆富士
タイプ
2灯用 EL-LWVH4102/2 AHN

¥128,000

42.0

4,840

115.2

1灯用 EL-LWHH4101/2 AHN

¥106,000

24.0

2,430

101.2

2灯用 EL-LWHH4102/2 AHN

¥127,000

42.0

4,770

113.5

反射笠
タイプ

2016年6月作成

2016- 2017

発売日：2016 年 06 月 21 日

共通仕様

128×1250×120
4.2kg

定格電圧(V)：100-242
蓄電池：7H30AA(Ni-MH電池)
非常灯評定番号
：D-LAFH-19
国土交通大臣認定番号 ：LAE-0070
：3AE-1062
160×1242×122 誘導灯認定番号
（※誘導灯認定番号は、逆富士タイプ 1灯用になります。）
4.0kg
ランプ同梱（LDL 40T・N/17/25・G3）
215×1246×123
4.8kg
200×1250×97
4.6kg

防雨・防湿形のご注意

（注1）軒下などの屋側（雨線内）
でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。

（注2）温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません。
（注3）器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。
●外観、仕様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

