
LED 照明で明るく働きやすい
視環境と省エネを実現

特殊環境エリア

特定用途に対応したLED照明。清浄管理が行われてい

る空間にはクリーンルーム向け、冷凍倉庫などの低温

室には低温向け照明をご用意しています。

衛生管理が求められる空間に

LEDベース照明で快適な視環境を実現します。

トイレ・ 廊下エリアはダウンライト人感センサタイプなどを使い、

人がいる時のみ点灯することで、さらなる省エネを実現します。

三 菱 L E D 照 明

工 場・倉 庫 の ご 提 案

一般作業エリア

天井の高さや空間の広さに合わせた
LED照明で作業に必要な明るさを確保します。

LED 高天井用ベースライト

※蛍光灯器具FHF32形×2灯定格
出力とMyシリーズ40形5,200lm
省電力タイプとの比較

省エネ

約59％

省エネ

約79％

※水銀ランプ400形器具と
GTシリーズ角タイプ省電力モデル
高効率タイプクラス1500との比較 

高効率タイプ

輝度低減タイプ

■自動点灯・自動消灯でスイッチON/OFF操作が不要。 フォークリフトも検知可能。

■使用環境や用途に合わせてリモコンでモード設定が可能。

 LED ライトユニット形ベースライト

人の動きを感知して自動点灯する
人感センサタイプ

人不在時：消灯(または減光) 人の動きを感知して自動点灯 人が不在になると自動消灯

省エネ

約74％

※水銀ランプ400形器具と
GTシリーズ丸タイプ軽量モデル
電源別置型クラス1500との比較 

■丸型露出ボックスにネジ4点どめで設置可能。水銀ランプ器
具からのリニューアルにおすすめ。

■三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング  」

を搭載した輝度低減タイプも2018年1月発売予定。

［ワイヤレスタイプ］ コンセント式壁付コントローラ

※蛍光灯器具FHF32形×2灯

定格出力とMyシリーズ40

形5,200lm省電力タイプと

の比較

40形 直付形
逆富士タイプ 150幅 

ローカル自動調光システム

■対象照明器具に無線調光ユニットを取付けるだけで調光制御が可能に。

■ワイヤレスのため調光信号線の配線工事が不要、コンセント式のた 電気工事も不要。

■三菱独自の防汚技術
「ハイブリッドナノコーティング　 ※ 」採用。
清潔さを保ちメンテナンスの手間を軽減。

■固定出力(AHTN)タイプは段調光機能を、連続調光
(AHZ)タイプは初期照度補正機能を標準搭載。

コンセント受電

1台で最大4ゾーン制御

らくらく設定・操作

40形 直付形 逆富士タイプ
固定出力(AHTN)タイプ コンセント式壁付コントローラ

集光/グレアカット/高温用/低温用/防雨・防湿形/耐塩形ライトユニットを除く。※

無線調光ユニット

40形 埋込形 220幅
クリーンルーム向け

過酷な環境下にも

角タイプ

重耐塩/耐油煙・高温用

クラス1500

■食品工場など衛生管理が求められる空間に
適したHACCP向け器具。

■気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制する
クリーンルーム向け器具。

■ノイズ低減フィルタを搭載したLED電源で点灯
時に発せられる電磁波の低減を実現。
国際規格「CISPR」に適合。

■500nm以下の波長に感度を有する感光材料を
扱うような場所、半導体工場等で使用可能。

半導体工場向け
LEDイエローランプ搭載器具

40形 直付形
HACCP向け
アクリルカバー

■低温環境で使用可能 。 -25℃まで -40℃まで

LED一体形 低温向け器具

人感センサタイプ
白色コーン

（遮光角15°）

埋込形 直付形

LED誘導灯
［B級BL形片面灯］

※蛍光灯中形誘導灯とLED誘
導灯（B級BL形）との比較 

※蛍光灯器具FHT24形と
MCシリーズクラス100
省電力タイプとの比較

40形 直付形

人感センサ付 150幅

※ミニハロゲン電球13形
器具とLED器具との比較

※蛍光灯FHF32形×2灯非常
用器具とMyシリーズ非常
用40形5200lmの比較

40形 直付形
逆富士タイプ 150幅 

省エネ

約55％

省エネ

約50％

省エネ

約93％

階段・通路 にはこちらもおすすめ

白色コーン

省エネ

約59％

※蛍光灯器具FHF32形×2灯
定格出力とMyシリーズ40
形5,200lm人感センサ付省
電力タイプとの比較

LED非常用照明

LEDライトユニット形ベースライト

■LED専用形にリモコン自己点検タイプ登場。
器具本体のサイズダウンと併せ操作性、施工性を改善。

■従来の蛍光灯非常用照明器具に比べ高い省エネ性を実現。

■従来蛍光灯器具に比べ消費電力を大幅に削減。

■点灯時は穏やかな光の変化で人をやさしく迎えます。

■一般形、点滅形、誘導音付点滅形、長時間点滅形、
防雨・防湿形、HACCP対応、クリーンルーム用、
電源別置形など様々な空間に対応するバリエーション。

■従来の蛍光灯器具に比べ消費電力を大幅に削減。

■

※

■

電源内蔵ダウンライトユニット(80種類)と反射
板枠(全27種類)の組合せで多彩な空間用途に対応。

人感センサタイプ、軒下用は反射枠+ライトユニット一体形タイプ

ライトユニットは一般タイプ、高演色タイプ、
省電力タイプをラインアップ。

LED 誘導灯
LEDライトユニット形ベースライト LED一体形 投光器

■部品防水構造とIP23
の防雨性能により軒
下にご使用いただけ
る防雨・防湿形。

■ベント機能を搭載し、光の見え方などに悪影響を
及ぼしかねないくもりや結露を軽減。

■海岸から200ｍ以内でもご使用いただける
重耐塩仕様もラインアップ。

省エネ

約64％

※HID投光器400形器具と
LED投光器クラス2000の比較 

クラス2000 ※IP：固形物及び水
の侵入に対する保護
性能 

軒下・駐車場

明るさを確保し、安全に配慮。虫が寄りつきにくく

長寿命なLEDでメンテナンスの手間を軽減します。

40形 直付形
逆富士タイプ 150幅

低温用

■ステンレス製の器具本体でさびにくく、屋内で60℃までの
高温・高湿環境で使用可能。

■重塩害地域、油煙・高温環境などの
苛酷な環境に1台で対応可能。

■段調光機能でさらに70℃までの環境下で
使用可能。
※クラス1500において
使用可能環境の詳細は納入仕様書をご確認ください。 

低誘虫用LEDイエローランプ搭載器具

事務室・会議室

LED ライトユニット形ベースライト

省エネ

約59％

トイレ・廊下・非常口

省エネ

約74％

LED専用形

LEDダウンライト
※2018年2月

モデルチェンジ予定

₴

イメージ

■水銀ランプ器具と比較して、消費電力を大幅に省エネ。

■用途に合わせてご使用いただける様々なオプション
をラインアップ。

■高天井空間でも角タイプ一般形なら手軽に
無線調光システムの導入が可能。

軽量モデル
(電源別置型）

■虫の好む波長をカットした
ランプを搭載。

LED非常用照明
HACCP向け(防墳流形)

LED非常用照明
クリーンルーム向け

省エネ

約49％

※蛍光灯器具FHF32形×2灯と
Myシリーズ40形5200lm電磁
波低減用との比較 

40形 直付形
逆富士タイプ 150幅

電磁波低減用

40形 直付形
逆富士タイプ 150幅

高温用

40形 直付形 逆富士タイプ150幅
防雨・防湿形

ニチレイ・ロジスティクス関東 東扇島物流センター

■人感センサタイプなら、消し忘れも防止でき、
さらなる省エネを実現。

40形 直付形 笠付タイプ

■三菱独自の防汚技術
「ハイブリッドナノコーティング ※」採用。
※集光/グレアカット/高温用/低温用/防雨・防湿形/耐塩形ライトユニットを除く。

※2018年1月発売予定 

■従来蛍光灯器具と比較して大幅に省エネ。

※塩害/重塩害地域では高温環境でのご使用は
できませんのでご注意ください。

東海鋼材工業株式会社 飛鳥工場

半導体工場向け
LEDイエローライトユニット

※2018年2月発売予定



40形 直付形 逆富士タイプ
固定出力(AHTN)タイプ

執務室

作業空間として必要照度の確保と快適な視環境

の実現ができます。自動調光システムとの連動

でさらなる省エネも可能です。

駐車場・外構

街並に調和したエクステリアライトで

オフィスを演出します。

L E D 照明で
省エネ性の高いオフィス空間を

■従来蛍光灯器具と比較して約70％省エネを実現。

■出力切替タイプなら壁スイッチのON/OF操作4回で明るさ切替
が可能。レイアウト変更にも柔軟に対応。

■連続調光（5％～100％）、初期照度補正を標準搭載。

■色温度可変は、活動的な空間から落ち着いた空間まで、
明るさと光の色の変化で快適な環境を演出。

ローカル自動調光システム

LED一体形 グリッド天井用照明

［ワイヤレスタイプ］ コンセント式壁付コントローラ

■上部への光を抑えЋק 広がる光が景観を明るく照らします。

■LEDは40,000～60,000時間の長寿命でランプ交換等のメンテナンスの手間を軽減。

LED一体形 街路灯・防犯灯 LED電球タイプ アプローチライト・ブラケット

会議室・応接室

LED 照明器具の採用により省エネを図りつつ、

目的に応じて必要な明るさや光色の制御を実現します。

LEDライトユニット形ベースライト ［パネルタイプ］

LEDダウンライト

トイレ・ 廊下エリアはダウンライト人感センサタイプなどを使い、

人がいる時のみ点灯することで、さらなる省エネを実現します。
トイレ・廊下・非常口

※水銀ランプ250◐器具と
LED街路灯クラス600との比較 

※白熱電球40形器具と
LEDアプローチライト(小形電球40形相当)との比較 

エントランス

お客様を迎える会社の顔になる空間です。

ダウンライトによる全般的な明るさと、間接光

による壁面・天井面への視覚的な明るさ感を

作ります。

LEDダウンライト

街路灯

40形 直付形
トラフタイプ

防犯灯 アプローチライト( 電球別売)
埋込式ポール

ブラケット( 電球別売）
不透光タイプ

※蛍光灯器具FHP45形×2灯と

LEDクラス350との比較

※蛍光灯器具FHF32形×2灯

定格出力とMyシリーズ40形

5,200lm省電力タイプとの比較

LEDライトユニット形ベースライト

三 菱 L E D 照 明

オ フ ィ ス の ご 提 案

人感センサタイプ
白色コーン

（遮光角15°）

LED誘導灯

［B級BL形片面灯］

※蛍光灯中形誘導灯
とLED誘導灯（B級
BL形）との比較

※蛍光灯器具FHT24形と
MCシリーズクラス100
省電力タイプとの比較

40形 壁面横付 
階段通路誘導灯兼用形 

人感センサ付 ガラスカバー付

※ミニハロゲン電球13形
器具とLED器具との比較

※蛍光灯FHF32形×2灯非常
用器具とMyシリーズ非常
用40形5200lmの比較

40形 直付形
逆富士タイプ 150幅 

省エネ

約74％

省エネ

約55％

省エネ

約50％

省エネ

約93％

LED専用形

階段・通路 にはこちらもおすすめ

白色コーン

LED非常用照明器具

LED誘導灯

■電源内蔵ダウンライトユニット(全80種類)と反射板
枠(全27種類)の組合せで多彩な空間用途に対応。
※˲ ʤ ֚ᾑ ʝ̱◐

■それぞれのモデルで一般タイプ、省電力タイプ、
高演色タイプをラインアップ。

■人感センサタイプなら、消し忘れも防止でき、
さらなる省エネを実現。

■人の動きを検知して100％点灯、不在時には約25％に減光 
(消灯することはできません)。 

■点灯時間60分の長時間タイプもラインアップ。

■一般形、点滅形、誘導音付点滅形、長時間点滅形、
防雨・防湿形、電源別置形など様々な空間に対応する
バリエーション。

■従来の蛍光灯器具に比べ消費電力を大幅に削減。 

■従来の蛍光灯非常用照明器具に比べ高い省エネ性を実現。

■LED専用形にリモコン自己点検タイプ登場。
器具本体のサイズダウンと併せ操作性、施工性を改善。

埋込形
フラットタイプ

※蛍光灯器具FHP45形×4灯と

Myシリーズ[パネルタイプ]

クラス1200との比較

省エネ

約55％

壁スイッチON/OFF操作(4回)
※ON/OFF操作3回+2秒以上ON

段調光機能 (100％⇔約70％)

■空間の方向性に関係なくレイアウト可能。空間・用途に合わせた多様な枠バリエーショ
ン。

■MILCO.S[ワイヤレスタイプ]対応の無線調光ユニット内蔵(ARTX)タイプと、
連続調光+段調光機能(AHTX)タイプから選択可能。 

省エネ

約87％

省エネ

約76％

    白色 　　鏡面 深枠 　　  トリムレス  ウォールウォッシャ 

※蛍光灯器具FHT24形とMCシリーズクラス
100省電力タイプとの比較

反射板枠（一例）

全27種類

省エネ

約74％

反射板枠

■電源内蔵ダウンライトユニット(全80種類)
と反射板枠(全27種類)の組合せで多彩な空
間用途に対応。

■従来蛍光灯器具 比較して大幅に省エネ。

■軽量・コンパクトで施工性を向上。 

LEDライトユニット形ベースライト

省エネ

約59
％

省エネ

約70％

■一般のダウンライト 比べ、深い位置にレンズ面を
設置し、遮光角を深くすることで、周囲への光の広
がりとまぶしさを抑えたグレアレスタイプ。

■照射方向を自在にコントロール可能。

一般ユニバーサルダウンライト グレアレスユニバーサルダウンライト

LEDグレアレスユニバーサルダウンライト

グレアレスユニバーサルダウンライト

■対象照明器具に無線調光ユニットを取付けるだけで調光制御が可能に。

■ワイヤレスのため調光信号線の配線工事が不要、コンセント式のため電気工事も不要。

■シームレスでつなぎ目のない光を演出。※直付150幅タイプ、トラフタイプ、笠付タイプ

■豊富な出力バリエーション、光色バリエーションで様々な空間に対応。

■三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング　 ※」採用。
清潔さを保ちメンテナンスの手間を軽減。※ Ͻ ̭ ◐ Ṋ◐

連結点灯横側イメージ

埋込形 直付形

2017年12月改訂

コンセント受電

1台で最大4ゾーン制御

らくらく設定・操作

コンセント式壁付コントローラ

無線調光ユニット

※2018年2月 ˔ὑ

※人感センサタイプ・軒下用は反射枠+ライトユニット一体形タイプ
※2018年2月

モデルチェンジ予定

レンズ制御タイプ

■レンズによる光のコントロールで、空間の明るさ感をアップ。

■明るさ感の向上によって一般的なグリッド天井用照明と比較し
てさらに消費電力を削減。

ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社

■豊富なラインアップから空間に合わせてお選びいただけます。

40形 埋込形 下面開放タイプ
グレアカット[ABタイプ]ライトユニット

※2018年1月発売予定

40形 システム天井用照明器具 40形 埋込形 150幅
オプション取付可能タイプ

2016511
スタンプ



平台周辺

シャープな光で重点的に商品を照射し、食品
売り場を華やかに演出します。

壁面・通路

壁面を照らし明るい雰囲気と
活気のある売場空間を演出します。 ゴンドラ什器

誘導効果を高めるとともに広く明るい売場環境を

実現します。自動調光システムとの組み合わせで

さらなる節電も可能です。

レジ周り

お客様と店員とのコミュニケーションエリア

として充分な明るさを確保します。

ローカル自動調光システム

■ 食品、食材に合わせてLEDの波長を調整。商品に合わせて、鮮度・おいしさ感を引き立てます。
カラーフィルターを用いないため、什器や白色のトレーに不自然な色がつきません。

■ 用途に合わせて選べるオプションもご用意。透光フードはきらめき感を演出し、売り場に活気と
賑わいをプラスします。

マルエツ長津田駅前店マルエツ長津田駅前店

ママルルエツエツ新新川川崎崎店店

L E D 照明で
新鮮さや活気のある店舗空間を

LEDダウンライト

駐車場

しっかりとした明るさを確保し、
安全に配慮します。

40形 5,200lm 壁面から1,000mm 40形 5,200lm 壁面から600mm 40形 3,200lm 壁面から600mm

看板

LEDライトユニット形ベースライト

［パネルタイプ］

LEDスポットライト
クラス250-200

LEDユニバーサルダウンライト
クラス250-200

LEDユニバーサルダウンライト/スポットライト 高彩度タイプ

40形 直付形
逆富士タイプ 150幅

※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色（色温度）表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。※写真はすべてイメージです。 

三 菱 L E D 照 明

スーパーマーケッ ト  の  ご  提  案

鮮魚向け(生鮮用 昼白色相当) 青果向け(生鮮用 白色相当) 精肉向け(生鮮用 温白色相当) パン・惣菜向け(食品用 電球色相当)

白色コーン ウォールウォッシャ 　角形 人感センサ 

※蛍光灯器具FHT24形とMCシリーズクラス
100省電力タイプとの比較

反射板枠（一例）

全27種類

省エネ

約74％

反射板枠

LEDライトユニット形ベースライト

※蛍光灯器具FHF32形×2灯

定格出力とMyシリーズ40形

5,200lm省電力タイプとの比較

省エネ

約59％

※蛍光灯器具FHF32形×2灯

定格出力とMyシリーズ40形

5,200lm省電力タイプとの比較

省エネ

約59％

■ ᾍ ᶅЕ Ͻ ֝̂ ϽѰⱣ ֯

■ イヤレスのため調光信号線の配線工事が不要、コンセント式のため電気工事も不要。

［ワイヤレスタイプ］

■ 三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティ
ング　 ※」採用。清潔さを保ちメンテナンスの手
間を軽減。※集光/グレアカット/高温用/低温用/防雨・防湿形/耐塩形

ライトユニットを除く。

■ 固定出力(AHTN)タイプは段調光機能を、連続調光
(AHZ)タイプでは初期照度補正機能を標準搭載。

LEDライトユニット形ベースライト

トリムレスタイプ
(直付/半埋込兼用形)

化粧枠タイプ
(直付形)

フラットタイプ
（埋込形□450）

リニューアル対応タイプ
（埋込形□600）※蛍光灯器具FHP45形×4灯と

Myシリーズ[パネルタイプ]

クラス1200との比較

省エネ

約 ％

■ MILCO.S[ワイヤレスタイプ]対応の無線調光ユニット内蔵
(ARTX)タイプと、連続調光+段調光機能(AHTX)タイプから
選択可能。

■ カバー側面部からの光が明るさ感を高めます。

省エネ

約64％

※HID投光器400形器具と
LED投光器クラス2000の比較 

クラス2000
※IP：固形物及び
水の侵入に対する
保護性能

LED一体形 投光器

■ 従来器具と比較して最大約64％の消費電力削減。

■ 保護等級IP65の耐塩仕様。

■ ベント機能を搭載し、光の見え方などに悪影響を
及ぼしかねないくもりや結露を軽減。

■ 海岸より200ｍ以内でもご使用可能な重耐塩仕様
もラインアップ。

LED電球　バラストレス水銀ランプ形

40形 直付形 逆富士タイプ
固定出力(AHTN)タイプ

壁スイッチON/OFF操作(4回)
※ON/OFF操作3回+2秒以上ON

段調光機能 (100％⇔約70％)

■ 充実のラインアップでリニューアルに適した
LED一体形スクエアライトもご用意。

埋込形
下面開放タイプ

昼白色相当
(5000K)

Ra80

電球色相当
(3000K)

Ra80

LED電球 反射形
14Ｗ

既存ランプからLEDへの置き換えで消費電力を大幅に削減します。

LED一体形 

クラス 00

■ ֝̂ ׄ

40形 直付形
ウォールウォッシャ

■ ウォールウォッシャ器具は壁面を
効果的に照らします。

■ 三菱独自の防汚技術「ハイブリッ
ドナノコーティング　 ※」採用。

※集光/グレアカット/高温用/低温用/防雨・防湿形/
耐塩形ライトユニットを除く。 

※2018年2月モデルチェンジ予定 

無線調光ユニット
コンセント受電

1台で最大4ゾーン制御

らくらく設定・操作

コンセント式壁付コントローラ

※2018年 月モデルチェンジ予定

省エネ

約 ％

※ 400形器具と
LEDᾛ◐ Ͻᶅクラス

00の比較 
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■ 架台取付台座やポールヘッドなどのオプションも
ラインアップ。

2017年12月改訂

■ 電源内蔵ダウンライトユニット(全80
種類)と反射板枠(全27種類)の組合せ
で多彩な空間用途に対応。
※人感センサタイプ、軒下用は反射枠+ライトユニット一体形タイプ

■ 従来蛍光灯器具と比較して約74％省
エネ。

■ 軽量・コンパクトで施工性を向上。

※2018年 月
モデルチェンジ予定 

293 280

308 261

新商品
クラス1300

現行品
クラス1200

2016511
スタンプ



トイレ・ 廊下エリアはダウンライト人感センサタイプなどを使い、

人がいる時のみ点灯することで、さらなる省エネを実現します。

病室

診療などに必要な機能的な光に加え、

家にいる時のような落ち着ける光環境を提供します。

■手元を明るく照らすアームタイプ。

処置灯としても対応可能な可動式ライト。

■温かみのある電球色と、清潔感のある昼白色をご用意。

■遮光角45°のグレアカットで落ち着いた空間を演出。

■約5～100％の調光も標準搭載。思い通りの明るさをご提供。  

L E D 照明で機能的な明るさと
落ち着いた光環境をご提案

ＬＥＤ電球タイプ ベッドライト

グレアソフト（遮光角45°）

色温度可変タイプ

電磁波低減用

クリーンルーム用

診察室・処置室

病院の基本機能である場所には十分な機能を満たした上で

患者の不安を取り除くような光環境を作ります。

待合室・廊下

緊張と不安を抱えている患者様へ

安心感と清潔感を与える照明を提案します。

電球色
（2700K）

白色コーン

(遮光角 15°)

グレアソフト

(遮光角 45°)

※クラス200(昼白色)タイプ　壁面から900mm

昼白色
（5000K）

※蛍光灯器具FHP45形×4

灯とMyシリーズ[パネ

ルタイプ]クラス

1200との比較

※蛍光灯器具FHF32形×2灯定格出力と

Myシリーズ40形5,200lm省電力タイプとの比較

省エネ

約74％

※蛍光灯器具FHT24形と
MCシリーズクラス100
省電力タイプとの比較 

■固定出力(AHTN)タイプは段調光機能を、連続調光
(AHZ)タイプは初期照度補正機能を標準搭載。

■従来Hf蛍光灯器具と比較して約59％省エネ。
約3.3倍の長寿命を実現。

■固定出力(AHTN)タイプは段調光機能を、連続調光
(AHZ)タイプは初期照度補正機能を標準搭載。

■シンプルでスリムな器具本体とシームレスな光の
ライトユニット※で空間をすっきり演出。

ＬＥＤライトユニット形ベースライト

LEDライトユニット形ベースライト

LEDライトユニット形ベースライト

スタッフステーション

病院内で一日中稼働している機能的空間には、
作業性を損なわない明るさを確保しつつ、
省エネを図る照明を提案します。

［パネルタイプ］

※蛍光灯器具FHF32形×2灯
定格出力とMyシリーズ40形
5,200lm省電力タイプとの比較 

■気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制し、
清浄度クラスISO5～8に対応。用途に合わせて選択が
可能。

■LED光源寿命40,000時間により、大幅な省メンテ
ナンスを実現。ランプ交換時に発生する塵埃の
心配も不要。

※蛍光灯器具FHF32形×2灯定格出力
とMyシリーズ40形5,200lm電磁波
低減用との比較 

■空間の方向性に関係なくレイアウト可能。

■カバー側面部からの光が明るさ感を高めます。

■空間用途に合わせた多様なバリエーション。

トリムレスタイプ
(直付/半埋込兼用形)

化粧枠タイプ
(直付形)

フラットタイプ
（埋込形□450）

リニューアル対応タイプ
（埋込形□600）

遮光タイプ
(直付/半埋込兼用形)

化粧枠タイプ(浅形)
（埋込形□450）

化粧枠タイプ(白・黒バッフル)
(埋込形□450)

化粧枠タイプ(木枠)
(埋込形□450)

［パネルタイプ］

埋込形
フラットタイプ

40形 直付形
逆富士タイプ 150幅

ベッドライト

（LED電球別売）
壁直付形

グレアソフト
（遮光角45°)

■1台の器具でシーンに合わせて
明るさ・色温度を自在にコントロール。

色温度可変タイプ

直付形 逆富士タイプ 150幅 

40形 埋込形 220幅

40形 直付形 逆富士タイプ 150幅

電磁波低減用

トリムレスタイプ
□370

一般タイプ トリムレス ウォールウォッシャ シリコーン
アクセサリ

ＬＥＤダウンライト

※蛍光灯器具FHT24形とMCシリーズクラス
100省電力タイプとの比較

反射板枠（一例）

全27種類

トイレ・廊下・非常口

ＬＥＤダウンライト ＬＥＤ非常用照明器具

人感センサタイプ
白色コーン

（遮光角15°）

ＬＥＤ誘導灯

■一般形、点滅形、誘導音付点滅形、長時間定格形、
防雨・防湿形、HACCP対応、クリーンルーム用、
電源別置形など様々な空間に対応するバリエーション。

■従来蛍光灯器具に比べ消費電力を大幅に削減。

LED誘導灯
［B級BL形片面灯］

※蛍光灯中形誘導灯とLED
誘導灯（B級BL形）との
比較

三 菱 L E D 照 明

病 院 の ご 提 案

ＬＥＤダウンライト

ＬＥＤライトユニット形ベースライト

ＬＥＤライトユニット形ベースライト

ＬＥＤライトユニット形ベースライト

省エネ

約87％

※白熱電球60形器具と
LED電球60形器具相当との比較 

※蛍光灯器具FHP45形×4灯と

Myシリーズ[パネルタイプ]

クラス1200との比較

■空間の方向性に関係なくレイアウト可能。

■カバー側面部からの光が明るさ感を高めます。

■空間・用途に合わせた多様な枠バリエーション。

■MILCO.S[ワイヤレスタイプ]対応の無線調光ユ
ニット内蔵(ARTX)タイプと、連続調光+段調光機
能(AHTX)タイプから選択可能。

※逆富士タイプ150幅、トラフタイプ、笠付タイプ 

※蛍光灯器具FHT24形と
MCシリーズクラス100
省電力タイプとの比較

40形 直付形

人感センサ付 150幅

※ミニハロゲン電球13形
器具とLED器具との比較

■LED専用形にリモコン自己点検タイプ登場。
器具本体のサイズダウンと併せ操作性、施工性を改善。

※蛍光灯FHF32形×2灯非常
用器具とMyシリーズ非常
用40形5200lmの比較

40形 直付形
逆富士タイプ 150幅 

ＬＥＤライトユニット形ベースライト

※配光角はイメージです。 

昼白色(5000K)　　 白色(4000K)　　 温白色(3500K)　　 電球色(3000K) 

高い 　 色温度 　 低い← →

省エネ

約59％

省エネ

約49％

省エネ

約49％

省エネ

約55％

省エネ

約74％

反射板枠

省エネ

約74％

省エネ

約55％

省エネ

約50％

省エネ

約93％

■従来蛍光灯非常用照明器具に比べ高い省エネ性を実現。

LED専用形

ＬＥＤライトユニット形ベースライト

白色コーン

■従来蛍光灯器具に比べ消費電力を大幅に削減。

■点灯時は穏やかな光の変化で人をやさしく迎えます。

階段・通路 にはこちらもおすすめ

省エネ

約59％

省エネ

約55％

省エネ

約58％

※蛍光灯器具FHF32形×2灯
定格出力とMyシリーズ40
形5,200lm人感センサ付省
電力タイプとの比較

■低ノイズLED電源を搭載し、点灯時にLED照明器具
から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。

■国際規格「CISPR」に適合した低ノイズ照明器具。

■三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティ
ング ※」採用。清潔さを保ちメンテナンスの手間
を軽減。 ※集光/グレアカット/高温用/低温用/防雨・防湿形/耐塩形

ライトユニットを除く。

■電源内蔵ダウンライトユニット(全80種類)と
反射板枠(全27種類)の組合せで多彩な空間用
途に対応。
※人感センサタイプ/軒下用は反射板枠+ライトユニット一体形タイプ 

■従来蛍光灯器具と比較して約74％省エネ。

■軽量・コンパクトで施工性を向上。

壁スイッチON/OFF操作(4回)
※ON/OFF操作3回+2秒以上ON

段調光機能 (100％⇔約70％)

40形 埋込形 220幅

クリーンルーム向け

※蛍光灯器具FHF32形×2灯定格
出力 とMyシリーズ40形5,200lm
クリーンルーム用との比較

※2018年2月モデルチェンジ予定

※2018年2月
モデルチェンジ予定

埋込形 直付形

2017年12月改訂

※2018年1月モデルチェンジ予定 

■電源内蔵ダウンライトユニット(全80種類)と反射板
枠(全27種類)の組合せで多彩な空間用途に対応。
※人感センサタイプ/軒下用は反射板枠+ライトユニット一体形タイプ 

■それぞれのモデルで一般タイプ、高演色タイプ、
省電力タイプをラインアップ。

■人感センサタイプなら消し忘れも防止でき、
さらなる省エネを実現。



ブラケット 壁面取付 ボラード 床面取付 

アプローチ・外構

やさしい光でエントランスまでの

スムーズなアプローチを演出します。

ＬＥＤ電球タイプ アプローチライト (ランプ別売)

屋外用 ＬＥＤ電球タイプ ブラケット (ランプ別売) 

スタンダードタイプ 片側遮光タイプガードタイプ

駐車場・駐輪場など

広角配光の LED 照明で防犯にも

配慮した明るい空間を。

LED 一体形拡散光タイプ（防雨形）

直管 LEDランプ搭載タイプ（防雨・防湿形）

小形電球形(口金：Ｅ17)

階段

足元の明るさを確保し安全に配慮します。

LEDブラケット

共用廊下

眩しさの少ないやさしい光で

安全に通行するための明るさを確保します。

ＬＥＤ電球タイプ シーリング (ブラケット兼用)

エントランス・ エレベーターホール

壁面縦取付 壁面横取付 天井面取付

防雨・防湿形 直付形
逆富士タイプ

不透光タイプ 透光タイプ

マンションも L E D 照明で
省エネ＆快適な生活環境をご提案

防雨・防湿形(軒下用) 20形 
直付形 逆富士形 150幅

40形 壁面直付形

防雨・防湿形

20形 壁面直付形

防雨・防湿形

防雨・防湿形 40形 直付形
逆富士タイプ 150幅

直管 LEDランプ搭載ベースライト

壁面取付 天井面取付

■空間にアクセントを与える、薄く、コンパクトな
形状を実現。

■消費電力5.4Wで一般電球40形相当の明るさ。

■省電力で長寿命なLED電球搭載可能。
空間用途に合わせてランプ選択が可能な
ランプ別売タイプ。

■建物に合わせやすいベーシックな形状を
ラインアップ。

■ガラス製グローブや樹脂製グローブの採用
と防湿仕様により浴室※での使用も可能。
※一般住宅用(業務用浴場では使用できません。) 

■従来蛍光灯器具と比較して約68％省エネ。

■40,000時間の長寿命でメンテナンス費用削減。

■雨の影響を受けやすい外廊下や、出入り口の

軒下など、幅広い用途に対応。

■壁面（縦付・横付）、天井面への取付可能。

ＬＥＤ誘導灯

※蛍光灯器具FL20形×1灯

とMyシリーズ20形

 防雨・防湿形 との比較  

※蛍光灯器具FHT24形
とLEDクラス100
との比較 

※蛍光灯器具FHF32形

×2灯定格出力と

Lファインecoシリー

ズ2,500lmとの比較 

※蛍光灯器具FHF32形×2灯
定格出力と
Myシリーズ防雨・防湿形
5,200 lmとの比較 

※蛍光灯器具FHF32形×2灯

定格出力とMyシリーズ40形

5,200lm省電力タイプとの比較  

※FHF32形× 1灯

とLED40(25G3)

との比較

トラフ形正面

LEDライトユニット形ベースライト

■部品防水構造とIP23防雨性能により軒下用途で使用可能。

■アクリルカバー採用で高い耐候性を確保。

■塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形もご用意。

昼光色
（6500K）

昼白色
（5000K）

白色
（4000K）

温白色
（3500K）

電球色
（3000K）

白色 深枠   鏡面 ウォールウォッシャ    シリコーン
 アクセサリ 

LEDダウンライト

反射板枠（一例）

全27種類

■40,000時間の長寿命でメンテナンス費用削減。

■器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。

40形 直付形 トラフタイプ

連結点灯横側イメージ

三 菱 L E D 照 明

マ ン シ ョ ン の ご 提 案

LEDユニットフラット形タイプ(口金：GX53)

ＬＥＤライトユニット形ベースライト

省エネ

約68％

省エネ

約53％

省エネ

約36％

埋込形 直付形

LED誘導灯
［B級BL形片面灯］

※蛍光灯中形誘導灯とLED
誘導灯（B級BL形）との
比較 

防雨・防湿形 20形 直付形

逆富士タイプ 

省エネ

約55％

省エネ

約93％

LED専用形

■LED専用形にリモコン自己点検タイプ登場。
器具本体のサイズダウンと併せ操作性、施工性を改善。

■雨の吹き込みやすい軒下などにもお使いいただける
防雨・防湿タイプもご用意。

■一般形、点滅形、誘導音付点滅形、長時間定格形、
防雨・防湿形、電源別置形、など様々な空間に対応
するバリエーション。

省エネ性にすぐれたＬＥＤ照明で明るく華やかな空間を演出します。

ＬＥＤ非常用照明

■電源内蔵ダウンライトユニット(全80種類)と反
射板枠(全27種類)の組合せで多彩な空間
用途に対応。
※人感センサタイプ、軒下用は反射板枠+ライトユニット一体形タイプ 

■従来蛍光灯器具と比較して約78％省エネ。

■軽量・コンパクトで施工性を向上。

■それぞれのタイプで、一般タイプ、
高演色タイプ、省電力タイプをラインアップ。 

※蛍光灯器具FHT24形と
MCシリーズクラス100省電力タイプとの比較

省エネ

約74％

反射板枠

■豊富な出力バリエーション、光色バリエーションで様々な空間に対応。

■従来蛍光灯器具と比較して大幅に省エネ。

■シームレスでつなぎめのない光を演出。

■三菱独自の防汚技術｢ハイブリッドナノコーティング ※｣採用。

省エネ

約59％

※直付150幅タイプ、トラフタイプ、笠付タイプ 

■従来蛍光灯器具に比べ高い省エネ性を実現。
清潔さを保ちメンテナンスの手間を軽減。 ※集光/グレアカット/高温用/低温用/防雨・防湿形/耐塩形ライトユニットを除く。 

LEDライトユニット形ベースライト

省エネ

約49％

省エネ

約42％

■場所をとらずに設置できる、シンプルかつスマートなアプローチライト。

■グローブ3種類、ポール2種類、ベース色2種類ラインアップで空間用途に合わせて選択可能。

埋込式ポール 差込式ポール

地
上
高 全
高

地
上
高

全
高

植込の中に設置する場合は植込
より高い位置から照らせるよう
に、地上高が十分にある埋込式
ポールがおすすめです。

施工性を考慮し、地面に直接
差し込めるポール。地上高は
約40cｍと低め。生垣や花壇
が歩行面より高い場所や、歩
行面をより明るく照らしたい
場所におすすめです。

多様な空間に対応する 照らしたい方向のみを照射グローブを衝撃から守る

■器具の存在感を抑えたシンプルな形状。幅広く活用できる壁面・天井・床取付可能形。

シーリング 天井面取付 

■防雨形、防湿形の両タイプの防水性能を併せ備えたもので、
屋内・軒下のいずれにも使用可能。

■2出力(3,700lm 2,500lm)のガラス管直管LEDランプを装着可能。

※ミニハロゲン電球13形
器具とLED器具との比較 

省エネ

約32％

※蛍光灯防雨・防湿形
FL20×1灯器具と
LED器具との比較  

₴

※2018年2月モデルチェンジ予定
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