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

人がいる場所だけ点灯するため省エネに効果的。

・人感センサ付器具 (高天井用 )
・LED高出力ライトユニット

LED 高出力ライトユニット人感センサ付器具(高天井用) あわせて使えば
さらに省エネ！

40形ライトユニットの長さで
110形と同等光束の高出力タイプ

4つのセンサで人の動きに
あわせて自動で点灯・消灯

人感センサによる自動点灯・消灯（減光）で、
きめ細やかに節電が可能

5m以上の高天井でもしっかり明るい10000lm！
110形と比べて省施工・低コストも実現

三菱オリジナル機能を標準搭載

4つのセンサで安定した検知性能

使用環境や用途に合わせたリモコンモード設定

検知範囲の中心はセンサの位置です。
（器具の中心ではありません。）

検知範囲

器具センサユニット

さ
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置
設
具
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検知範囲

広範囲・高密度の検出ゾーンを実現するセンサ
ユニットにより、設置高さ10mまで安定して検知。

専用リモコンによる設定で、点灯時間や不在時調光・消灯などの
モード変更が可能。使用環境や用途に合わせて、1台づつ変更できます。

質量 3.9 Kg

2432㎜

162.3lm/W

47,500円

2.0 Kg

1216㎜

176.3lm/W

43,800円

全長

固有エネルギー消費効率

希望小売価格（税別)

110形：10000lmタイプ 40形：10000lmタイプ NEW

質量・長さ
約1/2

3,700 円 お得！

一人で
施工可！

低
コスト

〈検知条件〉 ・検知対象と周囲温度差4℃以上
・移動スピード：0.8～1.2m/s
・検出対象：人体（700×250mm）
   フォークリフトも検知可

※夏場等、床と人の温度差が少ない場合、人感センサは
検知しにくくなります。

器具設置高さ 6m 8m 10m

検知範囲 Φ9m Φ12m Φ12m

工場・倉庫の高天井エリアにおすすめ

段調光機能を標準搭載。
壁スイッチのON/OFF操作4回で
100％から70％への明るさ切替。

段調光機能
器具本体に調光ユニットを後付すると
照明制御システムMILCO.Sに対応。

Myシリーズは全商品、
安心の5年保証です。

後付調光ユニット

5年保証

※別途条件有、保証の詳細は
　照明総合カタログをご覧ください。

※詳細は照明総合カタログをご覧ください。

LED光源/
電源ユニット

照明器具
無償修理 1年間

無償修理
3年間

無償提供
2年間 5

証
保
年

デジタル
インターフェース電源

三菱独自の防汚技術を施した
ハイブリッドナノコーティング。
メンテナンスの手間を軽減。

ハイブリッド
ナノコーティング

※人感センサ付器具と組み合わせる場合は無線調光・信号調光は使用できません。

逆富士150幅
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タイプ

明るさ

共通仕様

MY-LS410431/N 2AHTN

・人感センサ付

・平均演色評価数:Ra85
・昼白色（5000K）
・光源寿命40,000時間（光束維持率85％）

・固定出力

※送り接続による点灯制御の連動はできません。
※器具内送り配線はできません。

トラフタイプ 笠付タイプ
40形 直付形

10,000lm
高出力タイプ

FHF32形×3灯器具
定格出力相当

6,900lm
一般タイプ

FHF32形×2灯器具
高出力相当

6,900lm
省電力タイプ

FHF32形×2灯器具
高出力相当

￥83,600（税別）組合せ価格

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格

10,000lm・57.7W・173.3lm/W      

ライトユニット EL-LU41043N 2AHTN

器具本体 EL-LH-LS40701 器具本体 EL-LH-HS41501

￥41,000（税別）

MY-LS470331/N AHTN ￥67,600（税別）組合せ価格

6,900lm・43.1W・160.1lm/W      

ライトユニット EL-LU47033N AHTN ￥25,000（税別）

MY-LS470301/N AHTN ￥71,600（税別）組合せ価格

6,900lm・36.8W・187.5lm/W      

ライトユニット EL-LU47030N AHTN ￥29,000（税別）

MY-HS410431/N 2AHTN ￥84,000（税別）組合せ価格

9,780lm・57.7W・169.4lm/W      

ライトユニット EL-LU41043N 2AHTN ￥41,000（税別）

￥43,000（税別）

MY-HS470331/N AHTN ￥68,000（税別）組合せ価格

6,750lm・43.1W・156.6lm/W

ライトユニット EL-LU47033N AHTN ￥25,000（税別）

MY-HS470301/N AHTN ￥72,000（税別）組合せ価格

6,750lm・36.8W・183.4lm/W      

ライトユニット EL-LU47030N AHTN ￥29,000（税別）
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￥42,600（税別）

NEW NEW

Myシリーズ  人感センサ付器具(高天井用)

5年保証
定格電圧
AC200

242V
（2AHTN）

定格電圧
AC100

242V
（AHTN）

光源寿命
40,000時間

（光束維持率85％）

※Myシリーズ人感センサ付器具はDi（デジタルインターフェース搭載電源）の無線調光・信号調光には対応しておりません。
※1：Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能はご使用できません。

：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット ：　グリーン購入法適合商品

18年12月1日発売予定

固定出力（2AHTN/AHTN）  ［70％段調光切替可能形］   　  　　　  Ra85

明るさタイプ 機種名 価格
（税別）

ライトユニット光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率

EL-LU41043N 2AHTN ￥41,000 10,000lm・57.6W・173.6lm/W

6,900lm
EL-LU47033N AHTN ￥25,000 6,900lm・43.0W・160.4lm/W

EL-LU47030N AHTN ￥29,000 6,900lm・36.7W・183.9lm/W

：昼白色（5000K）

設定リモコン（別売）適合ライトユニット仕様

RZS01 ¥14,800（税別）

電源  ： 単4マンガン電池2本
リモコン信号仕様 ： 信号到達距離最大15m
使用可能温度範囲 ： 5～35℃
質量  ： 0.06kg（本体、電池含む）
付属品 乾電池（2本） ： 動作確認用
・付属の乾電池は動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
・充電式乾電池は使用しないでください。

適合ユニット：SC0830
適合器具　  ：EL-LH-LS40701
 EL-LH-HS41501
※照明器具用人感センサ設定リモコンです。人感センサの動作の詳細は適

合人感センサユニット、適合器具の取扱説明書をご確認ください。
※適合器具以外では使用しないでください。

※必ず適合器具本体と組合せてご使用ください。
※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

点灯時間を10秒間に設定
（テストモード）

点灯時間を1分間に設定

点灯時間を6分間に設定

不在時（待機時）に全消灯

不在時（待機時）に5%の明るさで調光点灯
（出荷時設定）

不在時（待機時）に25%の明るさで調光点灯

点灯時間を3分間に設定
（出荷時設定）
点灯時間を10分間に設定

※リモコン受信時は器具本体が1回点滅

10,000lmNEW


