
窓から見える青空のような
開放感と特別感を。

時とともに移ろう空が
癒しと安らぎを。

いつも通り日常にとけこむ
自然なあかりを。

2020年9月作成MLF-S-2009＜IP＞

「青空照明」は、三菱電機株式会社ならびに
三菱電機照明株式会社の登録商標です。

YouTube MILIEチャンネル〈三菱LED照明公式〉
misola紹介動画はこちら
https://youtu.be/Sg6iCgU2gT0

三菱電機 暮らしと設備サイト
misola紹介ページはこちら
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/products/fixture/misola/index.html

色の移り変わりを映像でご覧いただけます さらに詳しい情報をご確認いただけます

埋込形 □639［取付ボルト施工］

グリッド天井用［600グリッド］

Ra85 定格光束
3,900lm

定格消費電力
71.0w

固有エネルギー
 消費効率  54.9lm/w

［共通仕様］
本体 ： 鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠 ： アルミ 白色塗装仕上
散乱パネル ： アクリル
フレーム ： 乳白アクリル
質量 ： 13.3kg（埋込形）
 ： 9kg（グリッド天井用）
定格電圧 ： AC100～242V

リモコン切替タイプ
・昼・朝／夕・夜シーン切替可能
・フレーム部、段調光切替（100→75→50％）
・専用リモコン付
※フレーム部の段調光切替は昼シーンのみです。

スケジュール制御タイプ
・昼～朝／夕～夜のスケジュール制御可能
・フレーム部、連続調光（5～100％）
・専用制御機器と組合せて複数台の器具を
 スケジュール制御運転可能
※フレーム部の連続調光は昼シーンのみです。
※日出入はスケジュール制御タイプのみです。

※カッコで記載された値は参考値となります。
※色温度は青空光とフレームの混合値となります。
※Raは昼シーン時の値です。
※定格光束は（昼）シーン時のフレーム（白色光）
 100％出力時と散乱パネル（青空光）の混合値です。

リモコン切替タイプ

AZ-SK4000BM/5  AHZF ¥680,000（税別）  

リモコン切替タイプ

AZ-G4000BM/6  AHZF スペシャルオーダー  

スケジュール制御タイプ

AZ-SK4001BM/5  AHZS ¥680,000（税別）  

スケジュール制御タイプ

AZ-G4001BM/6  AHZS スペシャルオーダー

光差込み方向

フレーム（影） 散乱パネル フレーム

3.
5
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□660
□554(フレーム)

□639(天井切込穴）

□434(散乱パネル）
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埋込穴
□639

天井埋込形コントローラ MS684SA ¥29,500（税別）
双方向ワイヤレスリモコン MS214 ¥40,500（税別）

専用制御機器 組合せ価格 ¥750,000（税別）        

天井埋込形コントローラ MS684SA ¥29,500（税別）
双方向ワイヤレスリモコン MS214 ¥40,500（税別）

専用制御機器 組合せ価格 スペシャルオーダー

天井 ８
0～
95取付ボルト（M10またはW3/8）

（客先施工）

ナットの締付トルクは0.7～1N・mです
締付トルクが過ぎると器具変形、
天井面とのすき間の原因となります。

器具取付ボルト長さ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

2020年10月発売

Ra85 定格光束
3,900lm

定格消費電力
71.0w

固有エネルギー
 消費効率  54.9lm/w

光差し込み方向

フレーム（影） 散乱パネル フレーム

 本体取付
（ボルト施工）

空シーン 昼（森）昼（海） 朝夕 日出入 夜
定格光束（lm） 3,900 3,900 2,000 500 200

定格消費
電力（W）

100V 68.8 72.3 （36.7）（12.7）（9.6）
200V 67.5 71.0 （36.4）（12.9）（9.8）
242V 67.4 70.8 （36.5）（13.2）（10.1）

電流値
（A）

100V 0.70 0.73 （0.38）（0.14）（0.11）
200V 0.35 0.37 （0.20）（0.09）（0.07）
242V 0.30 0.31 （0.17）（0.09）（0.07）

色温度（K） （6800）（7500） ー ー ー

光源寿命
40,000時間
（光束維持率85％）

5年保証
AHZF：リモコン切替
AHZS：スケジュール制御

misola 専用制御機器

MS684SA 

¥29,500（税別）

定格電圧 ： AC100～200V
消費電力 ： 10W
本体  ： プラスチック ホワイト色仕上
質量  ： 0.3kg

※misola器具の制御台数は36台

天井埋込形コントローラ

MS214 

¥40,500（税別）

電源電圧 ： DC3.0V
   単3アルカリ乾電池2本
   （付属）
本体  ： プラスチック ホワイト色仕上
質量  ： 0.25kg

双方向ワイヤレスリモコン

イメージ

＊埋込形器具は本体の取付方向によりフレーム（影）方向が決まります。
　取付方向にご注意ください。



昼シーン 朝/夕シーン 夜シーン

森の昼空
柔らかく自然な青空

海の昼空
深く澄んだ青空

電源線

調光信号線

天井埋込形コントローラ
MS684SA

天井埋込形コントローラ
MS683S

天井埋込形コントローラ
MS683S

misola専用
双方向
ワイヤレス
リモコン
MS214

双方向
ワイヤレス
リモコン
MS213

電源線

通信線

通信線

電源線

調光信号線電源線 回路1:昼白色

回路2:電球色

電源線

調光信号線電源線

misola
＊misolaは36台まで接続可能

色温度可変器具
＊色温度可変器具は36台まで接続可能

連続調光用器具
＊回路1、回路2で合計72台まで接続可能

＊コントローラ台数はシステムに最大10台まで接続可能

misola＋MILCO.S  システム構成図

日本晴れ  快晴  そんな言葉のよく似合う美しい空。
ほっと一息ついたとき  見上げればいつも

青空のあかりがここに。

気分に合わせて、手軽に空を切替え

■ 専用リモコンで簡単にシーンを切替え

■ 明るさを選択、フレーム段調光機能※1

森の昼空、海の昼空、朝／夕、夜空の4シーン

フレーム部のみ段調光（明：100％→中：75％→暗：50％）が可能
※1：朝／夕、夜空はフレーム調光機能は使用しません。

移ろい切替（リモコン切替）タイプ

フレーム（影）

三方向のフレーム面が発光

森の昼空 海の昼空 移ろう空（朝／夕） 移ろう空（夜）

専用リモコン（同梱）
形名：RZS-X01

時間に合わせて、移り変わる空を演出

■ 自然な時の流れをスケジュール制御で連動

■ 空間全体の光環境を制御、より快適な空間演出を実現

2種類のスケジュール設定方法

日出入固定スケジュール設定
日出入時間を登録のみでスケジュール設定。

任意スケジュール設定
時間毎にシーンを指定登録する設定。

・一日の流れをタイムスケジュールで運用可能。
・日出入固定と任意、2種類のスケジュール設定方法。
・7種類のシーン選択。（固定の4シーンと変更可能な3シーン）
・昼シーンのみフレーム部の調光率（5～100％）変更が可能。

・ローカル自動調光システムMILCO.S［有線タイプ］と組合せて制御。
・連続調光用、色温度可変用照明器具との時刻連動が可能。

・[季節選択]すると日出入時間が自動的に表示
・デフォルト値を変更不要の場合はそのまま選択
・時刻調整も可能
＊登録した季節・日出入時間が固定されます。
＊季節ごとに日出入時間は自動で変化しません。

移ろい連動（スケジュール制御）タイプ

＊シーン0～2のみ、［空の状態］・［フレーム調光率］・［フェード］の
設定変更が可能。

　夜／朝夕／日出入／昼は初期設定の固定になり変更はできません。
＊昼シーンは森・海の選択のみ、フレーム部の調光率の変更が可能。
　（朝夕、日出入、夜の光色・光量は変更できません）

日出入固定スケジュール
［季節選択］ 画面

シーン設定条件 出荷時の状態

シーン名 条件 空の状態 フレーム調光率 フェード

シーン0

任意

昼（森） 100％（調光可能） 短

シーン1 朝夕 固定値 短

シーン2 日出入 固定値 短

夜
固定

（変更不可）

夜 固定値 短

日出入 日出入 固定値 長

朝夕 朝夕 固定値 長

昼 固定 昼（森） 100％（調光可能） 長

日の出 日の入時の移ろいを自然に連動
日の出から日の入までの移り変わる空の表情を自然に再現

トップライトの青空と外光の差し込むイメージが窓のない空間に開放感をお届け。 移り変わる空の表情と空間の光環境を連動することにより、［外と内］のつながりを自然に演出。

デフォルト値
  春/秋 日出5：30 日入18：00
  夏 日出4：30 日入19：00
  冬 日出6：30 日入17：00

＊特注仕様でネットワークシステムMILCO.NETに対応。詳細等は別途ご相談ください。 misola（3連結）のみ 間接光・ダウンライト組合せ ※天井高さ：2800mm

従来の狭小空間は光環境が単調。

青空のあかりが、空間の雰囲気を変え、

コミュニケーションの活性化を実現。

ベースダウンライト
トリムレスタイプ（埋込穴φ125）

misola
移ろい切替タイプ（グリッド□600）

気分を切替！

使用環境にあわせて
空のシーンをチェンジ

活気ある雰囲気
コミュニケーションを活性化

安らぐ雰囲気
リラックスによる創造性向上

■ 空間の雰囲気を切替え

奥行き感のある青空と
自然な光の差し込みを表現

昼の青空、朝・夕、夜シーンで
「時の移ろい」を演出

独自の薄型構造（厚さ120mm以下）で
施工性に配慮

レイリー散乱の原理で開放的で奥行き感のある
青空を表現。

フレーム面の発光で、自然な光の差し込みを演出し
空間を照らす明るさを確保。

時間の経過に合わせて空間の雰囲気を変化。
制御システムや他の照明器具と組合せることで
空間全体を演出。

散乱パネルとフレームの組合せで奥行き感
のある青色を演出しながら独自の薄型構造
を実現。

青空を表現。

フレーム（影）三方向のフレーム面が発光

昼

夜

朝／夕

埋込形スクエア器具（FL20形多灯）と同等サイズで
既設器具からのリニューアルにも対応。

光散乱体
（散乱パネル）

LED光源

120mm
以下  

筐体

フレーム
青空光 白色光白色光

□632

□655

□639(天井切込穴）
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□554(フレーム)

□639(天井切込穴）

□434(散乱パネル）
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蛍光灯FL20形×4灯用

天井面からの器具の厚み
155mm

天井面からの器具の厚み
120mm

埋込穴
□639

夜夜 日の入日の出 朝 昼 夕

イメージ

misola 専用制御機器

MILCO.S［有線タイプ］制御機器

双方向
ワイヤレスリモコン
（MS213）

misola専用
双方向ワイヤレス
リモコン（別売）
MS214

双方向
ワイヤレスリモコン
（MS214）

イメージ

天井埋込形
コントローラ 
（MS683S他）

天井埋込形
コントローラ 
（MS684SA）
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