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照明器具に関するお問合せ先：三菱電機照明（株）営業本部 照明技術相談センター
（ 0120）348-027（無料） Tel.（ 0467）41-2736（有料） Fax.（ 0467）46- 8861
受付時間：月曜～金曜 9：00～12：00、13：00～17：00（祝日・当社休日を除く）

。
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リース ・ レンタル ・割賦早見表
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50 年

※1　経済産業省「エネルギー基本計画」(2021 年10 月22 日閣議決定）にある2050 年カーボンニュートラルを見据えた建築物のZEB 化またはZEB 基準の省エネルギー性能が確保されていること
　　  を目標とする。(ZEB［net Zero Energy Building］: 従来必要なエネルギーよりLED 照明等の高効率機器の設置により50％以上のエネルギー削減の上、再生可能エネルギー等の導入により
　　  更にエネルギーを削減した建築物）
※2　半導体照明(SSL) の占有率をストック市場100% を目標とする。(SSL[Solid State Lighting]：LED、有機EL、レーザーなど半導体照明のこと)
※3 　高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ及び高圧ナトリウムの総称。

政府の方針※1や、一般社団法人  日本照明工業会の『照明成長戦略2 0 3 0』※２の目標に基づき、蛍光灯
器具、水銀灯器具は既に国内の各メーカーで生産終了の動きに。市場規模の縮小に伴い材料の調達
が困難となる等、照明業界では蛍光ランプやH I Dランプ※3の供給も減少してきております。

既存光源の供給が減少してきております
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25,700
単価力 ［日本照明工業会ガイド A139-2023］31

FLR40 形ランプ
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過剰な明るさ

蛍光灯器具から置き換えて感じる

過剰な明るさも段調光機能で軽減。

明るさ調整に加え節電も可能です。

※集光タイプ、グレアカットタイプ、高温用 /低温用
　ライトユニットを除く。

赤外線調光赤外線調光
機能機能

DALI
システム
通信機能

※無線調光機能、連続調光機能、DALI システム通信機能をご利用になる
には別途コントローラの設置工事が必要です。赤外線調光機能をご利用
になるには別売の照明用調光リモコンが必要です。



詳しくはこちら

器具本体
まるごと交換

リニューアル
タイプ

リニューアル時の廃材比較 ※40形　W320 の容積で比較

反射板 蛍光ランプ 器具本体

反射板 蛍光ランプ 器具交換無しで

廃材約 38%削減

アセンブリタイプアセンブリタイプ
器具本体器具本体

ライトユニットライトユニット

手間のかかるシステム天井の照明リニューアルを、
もっと手軽に、もっとスピーディーに

システム天井用照明器具のリニューアルは時間がかかるけど、システム天井用照明器具のリニューアルは時間がかかるけど、

納品までの期間をもっと短縮できないかな納品までの期間をもっと短縮できないかな

アセンブリタイプなら、 標準品対応でスピーディーにお届けします。
条件に合う場合は特注品図面の作成が省略でき、すぐにサンプル確認ができるため
納品までの時間を大幅に短縮します。

既設器具をそのまま活用することで、 器具まるごと交換よりも廃材コストを抑えられます

現場調査、既設図面確認 特注品図面作成 サンプル設置確認 見積り、発注 納品、取付工事

現場調査、既設図面確認
 サンプル設置確認

見積り、発注 納品、取付工事

オフィスビルでの冬場の消費電力のうち空調が約 34％、照明が約 30％を占めるため

ビル全体の省エネを考える上で、照明での節電対策は特に有効です。

費用対効果が大きいからこそ、LED 照明へのリニューアルをおすすめします。

●電力消費の内訳

　( オフィスビル冬季の 1 日間 )

出典：資源エネルギー庁 冬季の省エネ・節電メニュー

オフィスビルでは

照明の消費電力が全体の約 30％を占めます

空調
33.5％

パソコン
8.6％

複合機
9.5％

エレベーター等
9.5％

その他
9.1％

照明
29.8％

ＥＬ ＳＹ433433 12601260Ａ
ＥＬ ＬＵ45033Ｎ

セパレートタイプセパレートタイプ
器具本体器具本体

ライトユニットライトユニット

ＥＬ ＸＳＹ433433 12601260

ＥＬ ＬＵ45033Ｎ
5,1405,140

T バー取付金具Tバー取付金具ＥＬ ＸＴＫ33Ａ

158.1158.1
5,1405,140 158.1158.1



▼施工比較動画はこちら

ライトユニット形
ベースライト
色温度可変タイプ

青空照明misolaはレイリー散乱の原理を応用し、開放的で奥行き感のある青空を表現。

時の移ろいに合わせて、制御システムや色温度可変器具を組合せていただくと、
より一層空間全体の演出効果が高まります。

※レイリー散乱：大気圏に太陽光が入射した際に大気を構成している分子によって発生する現象。このとき、波長の短い青い光は波長の
　長い赤い光よりも強く散乱されるので、昼間に地上から見上げる空は青く見える。

青空のような開放感でオフィスの快適性向上に貢献します

します

窓の無い会議室を少しでも快適な空間にしたいです

※イメージ
移ろう空 (朝 /夕 )昼空

30,50030,500 30,20030,200 38,60038,600



コンセント式壁付コントローラなら用途に合わせて細かく
調光できるので省エネにつながります。
調光信号線の配線工事が不要で、コントローラの設置も簡単です。

後付赤外線調光ユニットと、調光リモコン 1つの簡単な操作で
照明器具 1台ごとに明るさを調整できます。

赤外線調光はこんな時におすすめです

設定も不要で
リモコン操作は簡単

赤外線調光ユニットの後付けだけ！調光信号線工事不要のため導入が簡単

自席まわりの器具を個別に調整したいときに

LEDリニューアル後に、明るさを調整したいときに
蛍光灯器具から置き換えて感じる過剰な明るさにもすぐに対応が可能です。

ひき紐での調整よりもリモコンできめ細かく調整ができ、さらなる省エネが可能です。

1 台ごとに明るさを調整したいけど、複雑な調光システムの導入が必要？

赤外線調光ユニット

照明用調光リモコン

照明用調光リモコン コンセント式壁付コントローラ

14,800 円 (税別) 75,000 円 (税別) 4,000 円 (税別)

RZS02
赤外線調光ユニット

5,000 円 (税別)

SC3100 MS711S

信号線

36,600 円
84,300 円 90,400 円 37,200

SC0500B

防災照明のメンテナンスをお願いいたします。
誘導灯・非常用照明器具は法令に基づき、災害などの非常時に備えて確実に避難誘導できる機能を維持するために定期点検により
20分（30分または60分）※以上の点灯確認が必要です。
蓄電池は定期的に点検（放電）するなど、適切な点検・保守を実施することで耐用期間を確保することが可能となります。
なお、高所や狭部に設置する際は、メンテナンスを考慮しての設置をお願いいたします。

※ （ ）内は非常用照明器具の場合
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8,4008,400円

22,80022,800円

14,400 円お得14,400 円お得

◎蓄電池の交換目安：4～6年 ◎ランプの交換時期

◎器具本体の交換時期目安：8～10年

充電モニタ表示 状態

自己点検後点灯

自己点検後点滅

正常

蓄電池交換(寿命)

消 灯 蓄電池コネクタ外れまたは非常点灯中

ランプモニタ表示 状態

ランプ外れ 故障

ランプ交換(寿命)

消 灯 正常

通常使用時点灯

通常使用時点滅

※旧モデル及び自己点検機能を搭載していない器具では、モニタの状態表示の内容が異なる場合があります。ランプモニタのない非常用照明器具もあります。
　ニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池はリサイクルが必要です。使用済電池は回収拠点へお持ち込みください。

蓄電池お取替えの目安は4～6年です。ただし年に1～2回の放電がない場合や、
設置環境が低温または高温の場合には蓄電池内部の劣化が進みやすく、停電
時に非常点灯時間が法定時間より短くなる場合があります。

設置後10年を過ぎた防災照明器具は、外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。
安全性の面からもお早目の交換をご検討ください。

・直管蛍光ランプ：約1～2年　・冷陰極ランプ（高輝度誘導灯)：約3～6年
・コンパクト形蛍光ランプ：約半年～2年　・LED光源（高輝度誘導灯)：約6年

※省エネ率は期待値であり、
　実際の諸条件で異なります。

スケジュール制御
使用目的の変化に合わせ、時間帯
別に明るさを自動で切替え最適化
することで省エネを図ります。

9:00時刻 12:00 13:00 16:00 18:00 20:00

調光率
100%

調光率
50%

調光率
80%

調光率
80%

調光率
100%

調光率
75%

調光率
30%

5～20％※

省エネ
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