
本体色・グローブ・光色・明るさクラスを各2タイプで
計16機種をラインアップ。豊富なバリエーションの中から
設置場所にぴったりなものをお選びください。

設置場所に合わせて選べるバリエーション

ベーシックなデザインで 様々な空間に調和

設置場所の天井や壁面に合わせたホワイトとブラックの2色

印象の異なる2タイプをラインアップ

・自然な昼白色相当(5200K)
・暖かみのある電球色相当(3100K)

・クラス150（FCL30 形器具相当）
・クラス100（FCL20 形器具相当）

光　色 明るさクラス

本体色

グローブ

EL-WCE1704C/W
従来品

新商品
EL-WC1501N/W 82.6lm/W

67.1lm/W 約23％
効率アップ

シーリングシーリング屋外用照明
LED一体形
屋外用照明
LED一体形

ブラケット兼用形

従来のLED電球タイプから、LED一体形になり
エネルギー消費効率が約23％   アップしました。

従来品と比較して、消費効率アップ

※

※LED電球タイプE17×3灯用とLED一体形クラス150 昼白色相当との比較

浴室灯としても使用可能。マンションの廊下や階段の天井・壁に。

イメージ イメージイメージ
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■ 製品ラインアップ

￥36,000（税別）

EL-WC1501N/W AHN
（1,330lm ・ 16.1W ・ 82.6lm/W）

ホワイト ホワイトブラック ブラック

ホワイト ホワイトブラック ブラック

EL-WC1501N/K AHN
（1,210lm ・ 16.1W ・ 75.1lm/W）

￥39,000（税別）￥39,000（税別） ￥39,000（税別）￥39,000（税別）

￥36,000（税別）￥36,000（税別） ￥36,000（税別）￥36,000（税別）

￥36,000（税別） ￥36,000（税別）￥36,000（税別）

￥39,000（税別）￥39,000（税別） ￥39,000（税別）￥39,000（税別）

EL-WC1501L/W AHN
（1,270lm ・ 16.1W ・ 78.8lm/W）

EL-WC1501L/K AHN
（1,150lm ・ 16.1W ・ 71.4lm/W）

本体

グローブ
質量

： プラスチック白色（本体ホワイト）
： プラスチック黒色（本体ブラック）
： アクリル　乳白色
： 1.0kg

■天井面・壁面取付可能
■使用可能温度範囲 ： 5～35℃
調光はできません。
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

EL-WC1001N/W AHN
（1,120lm ・ 12.7W ・ 88.1lm/W）

EL-WC1001N/K AHN
（1020lm ・ 12.7W ・ 80.3lm/W）

EL-WC1001L/W AHN
（1,060lm ・ 12.7W ・ 83.4lm/W）

EL-WC1001L/K AHN
（970lm ・ 12.7W ・ 76.3lm/W）

昼白色相当 ［5200K］ 電球色相当 ［3100K］

(1
01
)
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φ135
φ310

φ20 穴
電源用

6.5×15 穴
取付用

2-6.5×12 穴
取付用

クラス150 クラス100
定格消費
電力（W）

100V
200V

16.1 12.7
16.1 12.7

電流値（A） 0.165 0.130
0.083 0.065

定格電圧　 : AC100～242V共用

100V
200V

5 Ra83年保証
光源寿命
40,000時間
（光束維持率70％）

防雨

防湿形

EL-WC1500N/W AHN
（1,450lm ・ 16.1W ・ 90.0lm/W）

EL-WC1500N/K AHN
（1,360lm ・ 16.1W ・ 84.4lm/W）

EL-WC1500L/W AHN
（1,380lm ・ 16.1W ・ 85.7lm/W）

EL-WC1500L/K AHN
（1,290lm ・ 16.1W ・ 80.1lm/W）

本体

グローブ
質量

： プラスチック白色（本体ホワイト）
： プラスチック黒色（本体ブラック）
： アクリル　乳白色
： 1.0kg

■天井面・壁面取付可能
■使用可能温度範囲 ： 5～35℃
調光はできません。
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

EL-WC1000N/W AHN
（1,210lm ・ 12.7W ・ 95.2lm/W）

EL-WC1000N/K AHN
（1,140lm ・ 12.7W ・ 89.7lm/W）

EL-WC1000L/W AHN
（1,150lm ・ 12.7W ・ 90.5lm/W）

EL-WC1000L/K AHN
（1,080lm ・ 12.7W ・ 85.0lm/W）

83
.5

66
.7

φ135
φ310

φ20 穴
電源用

6.5×15 穴
取付用

2-6.5×12 穴
取付用

クラス150 クラス100
定格消費
電力（W）

100V
200V

16.1 12.7
16.1 12.7

電流値（A） 0.165 0.130
0.083 0.065

定格電圧　 : AC100～242V共用

100V
200V

Ra835年保証
光源寿命
40,000時間
（光束維持率70％）

防雨

防湿形

(1
01
)

φ350

共通仕様

クラス150

クラス100

天井面・壁面
取付兼用形

共通仕様

クラス150

クラス100

天井面・壁面
取付兼用形

FCL30形器具相当

FCL20形器具相当

FCL30形器具相当

FCL20形器具相当

昼白色相当 ［5200K］ 電球色相当 ［3100K］

本チラシ掲載商品の価格には消費税、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、使用済みの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。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

外観、仕様、価格は予告なく変更させていいただくことがありますが、ご了承ください。
また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

このカタログに掲載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。
Appliances in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in 
any other countries. No servicing is available outside of Japan.

2022年4月作成

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40　https://www.mitsubishielectric.co.jp/group/mlf/

【照明器具に関するお問い合わせ先】
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）

以下の条件をすべて満たす場合は、屋外器具（軒下など）にご使用できます。
■屋内配線に接続された器具（住宅内ブレーカーに接続された器具）
■防雨・防湿型の密閉器具
■器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所


