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グリーンリースグリーンリースの詳細は「環境不動産ポータルサイト」まで
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●グリーンリース契約条件

・削減連動制で、改修により削減された電気料金の
50%相当額をグリーンリース料として支払い

・契約期間は10年間

●LEDリニューアル内容

[既設器具]
FLR40形×2灯用 システム天井用蛍光灯器具
台数：120台 消費電力：85W

[ＬＥＤ器具]　
MY-SR450334/N AHTN
定価：36,000円/台
台数：120台 消費電力：32.5W

電気契約料金：27円/kWh
年間点灯時間：3000時間

コストの計算条件

リニューアル前 リニューアル後
( 契約期間内 )

　　　　リニューアル後
( 契約期間 10 年経過以降 )

826,200 円
電気使用料

賃料 賃料

315,900 円
電気使用料

グリーンリース料
255,150 円

315,900 円
電気使用料

賃料

グリ ンリ ス料

電気使用料

導入コストを抑えて LED 化が可能！

テナント様利益テナント様利益

テナント様利益テナント様利益

LED 化による削減分からグリーンリース料の
支払いでリニューアル前よりランニングコスト削減へ！

LED 化で相互のLED化で相互の
コスト削減がコスト削減が
実現！実現！

LED導入コスト：￥4,320,000

　蛍光灯　蛍光灯
  電気使用料  電気使用料

40％負担40％負担必要コストの　　　　　　　で LED改修が可能に！

FLR40 形 2 灯用×120 台　テナント 1フロア改修の場合

蛍光灯電気使用料：￥826,200/ 年

LED電気使用料LED電気使用料 LED電気使用料LED電気使用料

電気使用料削減電気使用料削減

テナント様利益テナント様利益

　オーナーへ還元　オーナーへ還元
  グリーンリース料  グリーンリース料

FLR40 形 2 灯用×120 台　テナント 1フロア改修の場合

-￥2,555,150( グリーンリース料で還元）
10年間の想定削減電気使用料の 50％でグリーンリース契約締結

￥510,300￥510,300 50％50％削減電気使用料　　　　　　　　のうち　　　　を
グリーンリース料として充当
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蛍光灯電気使用料 , / 年年使 ,灯 気使 年料光 料蛍 用灯電 /蛍光灯電気使用料 , 年年, 年気使用 , 年年,蛍光灯 気使用 , 年,,,,,,,,

LED 年間電気使用料：￥315,900/ 年年, // 年年間電気使用料 , 年, 年年間電気使用料 , 年, 年年間 気使用料 ,, 年年間 気使用料 ,,,,,,,

拡大！拡大！29,000 円
ランプ交換費

リニューアル前 リニューアル後

リニューアル後のコスト内訳

テナント部照明の
電気代、ランプ交換コスト削減
テナント部
電気代

コスト削減コスト削減

資産価値向上
として省エネ、省 Co2 ビル省エネ、省 Co2 ビル

テナント入居の促進テナント入居の促進 退去リスクの低減退去リスクの低減と

グリーンリースグリーンリース
を活用したを活用した
LED 照明のLED 照明の
導入メリット導入メリット

コスト削減

企業価値向上企業価値向上
Co2 排出量の削減Co2 排出量の削減・

執務環境改善執務環境改善・知的生産性の向上・知的生産性の向上

かかったコストかかったコスト 回収可能回収可能LED導入に  を
削減電力代削減電力代LED化によるテナント部照明の　　　　　 から

LED 化したいけど…

導入コストがかかるし、
LED を導入しても賃料に反
映できないよなぁ…投資分の
費用を回収できないよ！

ビルオーナー様ビルオーナー様

導入コストを抑えて
LED化が可能！

  　　　LED化で
ランニングコスト削減へ！

LED化したいけど…
電気代を削減したいけど、
設備回収はオーナー様に

してもらわないといけないわ

テナント様テナント様



 

。

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。

グリーンリースのお問い合わせ　三菱電機クレジット株式会社　営業本部　グリーンリースのお問い合わせ　三菱電機クレジット株式会社　営業本部　Tel(03)5496Tel(03)5496 57355735‐

三菱電機グループで、 グリーンリースを活用した LED 照明リニューアルを支援します！三三三三三支援します！

ビルオーナー様

三菱電機クレジット

グリーンリース契約のグリーンリース契約の
サポートサポート

リニューアルのリ

三菱電機住環境システムズ /　　　　　
三菱電機照明テナント様

グリーンリース契約

グリーンリース料支払い

LED 照明導入

ご提案ご提案

•器具丸ごと交換と比較して、大幅にイニシャルコストを削減できます。器具丸ごと交換と比較して、大幅にイニシャルコストを削減できます。
を抑えてリニューアルを抑えてリニューアルイニシャルコストイニシャルコスト既存器具を活かして、既存器具を活かして、

安く安く安く安く

例えばシステム天井用照明器具を 120 台リニューアルした場合

使用器具

参考定価 ( 税別 )

イニシャルコスト

器具まるごと交換でリニューアルした場合

MY-SY450335/N AHTN

44,500 円44,500 円

5,340,000 円5,340,000 円 4,320,000 円4,320,000 円

36,000 円36,000 円

MY-SR450335/N AHTN

リニューアル対応タイプでリニューアルした場合 リニューアル対応タイプなら

約 100 万円約 100 万円
もお得！

既設器具を活かして、既設器具を活かして、 でリニューアルでリニューアル短納期短納期早く早く早く早く

•既設器具をそのまま使用することで省施工＆省廃材を実現既設器具をそのまま使用することで省施工＆省廃材を実現
既設システム天井用器具本体を使用し、リニューアル対応タイプ（反射板＆ライトユニット）を取り付けてリニューアル。

①段調光機能①段調光機能
壁スイッチの ON/OFF 切り替えで

明るさ調整＆節電可能

器具本体に調光ユニットを後付するだけで、

照明制御システム MILCO.S に対応

②後付無線調光ユニット②後付無線調光ユニット

リニューアル後でも安心！

三菱なら配線工事不要で選べる 2 タイプの調光制御をご用意

ビルオーナー様

調光
信号線
不要

（完成例）

電源線

ON/OFF
操作4回

明るさをおさえて、さらに
約30%節電

既設システム天井用照明

リニューアル対応タイプ
（反射板、ライトユニット）

廃材
約38%削減

器具交換なしで、器具交換なしで、

※320幅40形の容積を比較した場合

既設器具を生かしたリニューアルタイプで 安く安く安く安く早く早く早く早く ＆

システム天井用照明器具 リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル
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リニューアルが可能です！
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