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照明総合カタログ2018 追加情報

用途別照明　LED一体形　建築化照明器具　高出力タイプ（角形カバー）1
ページ WEBカタ形名など 追加内容 カタログ記載内容 確定内容

224 済

定格消費電力及び
固有エネルギー消費効率
の変更

定格消費電力及び
固有エネルギー消費効率
の変更

定格消費電力及び
固有エネルギー消費効率
の変更

定格消費電力及び
固有エネルギー消費効率
の変更

EL-LA45010N/4

EL-LA45010W/4

EL-LA45010WW/4

EL-LA45010L/4

EL-LA35010N/3

EL-LA35010W/3

EL-LA35010WW/3

EL-LA35010L/3

EL-LA20010N/2

EL-LA20010W/2

EL-LA20010WW/2

EL-LA20010L/2

EL-LA15010N/1

EL-LA15010W/1

EL-LA15010WW/1

EL-LA15010L/1

－ 電気特性の変更 下表（カタログ記載内容）を参照 下表（確定内容）を参照

（カタログ記載内容） （確定内容）

 （4,800lm・29.9W・160.5lm/W

 （4,480lm・29.9W・149.8lm/W

 （4,480lm・29.9W・149.8lm/W

 （4,390lm・29.9W・146.8lm/W

 （3,330lm・22.7W・146.6lm/W

 （3,090lm・22.7W・136.1lm/W

 （3,090lm・22.7W・136.1lm/W

 （3,030lm・22.7W・133.4lm/W

 （2,250lm・16.0W・140.6lm/W

 （2,090lm・16.0W・130.6lm/W

 （2,090lm・16.0W・130.6lm/W

 （2,050lm・16.0W・128.1lm/W

 （1,670lm・12.2W・136.8lm/W

 （1,560lm・12.2W・127.8lm/W

 （1,560lm・12.2W・127.8lm/W

 （1,520lm・12.2W・124.5lm/W

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

 （4,800lm・29.5W・162.7lm/W

 （4,480lm・29.5W・151.8lm/W

 （4,480lm・29.5W・151.8lm/W

 （4,390lm・29.5W・148.8lm/W

 （3,330lm・22.3W・149.3lm/W

 （3,090lm・22.3W・138.5lm/W

 （3,090lm・22.3W・138.5lm/W

 （3,030lm・22.3W・135.8lm/W

 （2,250lm・15.6W・144.2lm/W

 （2,090lm・15.6W・133.9lm/W

 （2,090lm・15.6W・133.9lm/W

 （2,050lm・15.6W・131.4lm/W

 （1,670lm・12.0W・139.1lm/W

 （1,560lm・12.0W・130.0lm/W

 （1,560lm・12.0W・130.0lm/W

 （1,520lm・12.0W・126.6lm/W

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

1200タイプ 質量の変更 質量：1.3kg 質量：1.4kg

900タイプ 質量の変更 質量：1.1kg 質量：1.2kg

用途別照明　LED一体形　建築化照明器具　定格出力タイプ（曲面カバー）2
ページ WEBカタ形名など 追加内容 カタログ記載内容 確定内容

225 済
定格消費電力及び
固有エネルギー消費効率
の変更

定格消費電力及び
固有エネルギー消費効率
の変更

定格消費電力及び
固有エネルギー消費効率
の変更

EL-LA30000N/4

EL-LA30000W/4

EL-LA30000WW/4

EL-LA30000L/4

EL-LA3000027/4

EL-LA20000N/3

EL-LA20000W/3

EL-LA20000WW/3

EL-LA20000L/3

EL-LA2000027/3

EL-LA15000N/2

EL-LA15000W/2

1200タイプ 質量の変更 質量：1.2kg 質量：1.4kg

900タイプ 質量の変更 質量：1.0kg 質量：1.2kg

 （2,980lm・20.8W・143.2lm/W

 （2,800lm・20.8W・134.6lm/W

 （2,710lm・20.8W・130.2lm/W

 （2,710lm・20.8W・130.2lm/W

 （2,680lm・20.6W・130.0lm/W

 （2,220lm・16.2W・137.0lm/W

 （2,080lm・16.2W・128.3lm/W

 （2,020lm・16.2W・124.6lm/W

 （2,020lm・16.2W・124.6lm/W

 （2,000lm・16.2W・123.4lm/W

 （1,450lm・11.2W・129.4lm/W

 （1,360lm・11.2W・121.4lm/W

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

 （2,980lm・21.1W・141.2lm/W

 （2,800lm・21.1W・132.7lm/W

 （2,710lm・21.1W・128.4lm/W

 （2,710lm・21.1W・128.4lm/W

 （2,680lm・21.0W・127.6lm/W

 （2,220lm・16.6W・133.7lm/W

 （2,080lm・16.6W・125.3lm/W

 （2,020lm・16.6W・121.6lm/W

 （2,020lm・16.6W・121.6lm/W

 （2,000lm・16.6W・120.4lm/W

 （1,450lm・11.5W・126.0lm/W

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

（1,360lm・11.5W・118.2lm/W）
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用途別照明　LED一体形　建築化照明器具　適合部品（角度調整金具）3
ページ WEBカタ形　　名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容
224, 225 済EL-XRE004 質量 記載なし 質量：0.09kg

用途別照明　LED一体形　建築化照明器具　定格出力タイプ（曲面カバー）（つづき）2
ページ WEBカタ形　　名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容

225 済
定格消費電力及び
固有エネルギー消費効率
の変更

定格消費電力及び
固有エネルギー消費効率
の変更

EL-LA10000N/1

EL-LA10000W/1

EL-LA10000WW/1

EL-LA10000L/1

EL-LA1000027/1

EL-LA15000WW/2

EL-LA15000L/2

EL-LA1500027/2

電気特性の変更 下表（カタログ記載内容）を参照 下表（確定内容）を参照

（カタログ記載内容） （確定内容）

－

用途別照明　LEDライトユニット形　Myシリーズ　防雨・防湿形（軒下用）［共通仕様］4
ページ WEBカタ器具本体形名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容

296 済

297 済

298 済

EL-LHWV91500

EL-LHWH91500

EL-LHWL90700

EL-LHWN40800 質量、適合部品、寸法の
変更

質量の変更

質量の変更

質量の変更

299 済

EL-LHWV21500 質量、寸法の変更

EL-LHWV22300 質量、寸法の変更

300 済
EL-LHWL20700 質量、寸法の変更

EL-LHWH21500 質量、寸法の変更

 （1,120lm・9.0W・124.4lm/W

 （1,020lm・9.0W・113.3lm/W

 （1,020lm・9.0W・113.3lm/W

 （1,010lm・9.0W・112.2lm/W

）

（1,050lm・9.0W・116.6lm/W）

）

）

）

 （1,120lm・9.1W・123.0lm/W

 （1,020lm・9.1W・112.0lm/W

 （1,020lm・9.1W・112.0lm/W

 （1,010lm・9.1W・110.9lm/W

）

（1,050lm・9.1W・115.3lm/W）

）

）

）

 （1,320lm・11.2W・117.8lm/W

 （1,320lm・11.2W・117.8lm/W

 （1,310lm・11.1W・118.0lm/W

）

）

）

 （1,320lm・11.5W・114.7lm/W

 （1,320lm・11.5W・114.7lm/W

 （1,310lm・11.5W・113.9lm/W

）

）

）
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301 済EL-LHWN20800 質量、寸法の変更

用途別照明　LEDライトユニット形　Myシリーズ　防雨・防湿形（軒下用）［共通仕様］（つづき）4
ページ WEBカタ器具本体形名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容

用途別照明　LEDライトユニット形　Myシリーズ　防雨・防湿・耐塩形（軒下用）［共通仕様］5
ページ WEBカタ器具本体形名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容
307 済

309 済

308 済

EL-LH-EN40800

EL-LH-EV91500

EL-LH-EL90700

質量の変更

EL-LH-EV21500

EL-LH-EV22300

質量、寸法の変更

質量、寸法の変更

310 済
EL-LH-EL20700 質量、寸法の変更

EL-LH-EH21500 質量の変更

311 済EL-LH-EN20800 質量の変更

質量の変更

質量の変更

ベースダウンライト　MCシリーズ6

1/2ビーム角の変更

直射水平面照度の変更

ページ WEBカタ出力クラス／反射板枠 追加内容 カタログ記載内容 確定内容
385, 
386, 
414,
476

414, 
476

済

クラス550
φ150
深枠 遮光30° 
鏡面コーン
EL-D09/3（550）
EL-WD03/3（550）
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ユニバーサルダウンライト／スポットライト　PWM-位相制御変換ユニット7
ページ WEBカタ形　　名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容
504, 532, 
554, 570 済MS408 形名他変更 下記（カタログ記載内容）を参照 下記（確定内容）を参照

（カタログ記載内容） （確定内容）

下記（カタログ記載内容）を参照 下記（確定内容）を参照

（カタログ記載内容） （確定内容）

ユニバーサルダウンライト／スポットライト　位相制御調光器8
ページ WEBカタ形　　名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容

507, 509, 
542, 544,
555~557,
566, 572

532, 570

済DEM1003E 形名他変更

ベースダウンライト　MCシリーズ　（つづき）6
ページ WEBカタ出力クラス／反射板枠 追加内容 カタログ記載内容 確定内容

1/2ビーム角の変更

直射水平面照度の変更

385, 
386, 
414, 
476

414, 
476

済

クラス350
φ150
深枠 遮光30° 
鏡面コーン
EL-D09/3（350）
EL-WD03/3（350）

1/2ビーム角の変更

直射水平面照度の変更

385, 
412

412
済

クラス350
φ100
深枠 遮光30° 
鏡面コーン
EL-D23/1（350）
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ユニバーサルダウンライト／スポットライト　［共通仕様］下部の赤文字注記9
ページ WEBカタ追加内容 カタログ記載内容 確定内容

505~509, 522, 533~536,
541~544, 555~557, 566,
571, 572 済専用調光器の

形名変更

専用調光器（DEM1003E）との組合せで
5%～100%の調光可能

専用調光器（DEM1003F）との組合せで
5%～100%の調光可能

574, 575専用調光器（DEM1003E）との組合せで
20%～100%の調光可能

専用調光器（DEM1003F）との組合せで
20%～100%の調光可能

ページ WEBカタ形　　名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容
済EL-T0045

EL-T0042

EL-T0041
適合調光器の形名変更

適合調光器：EM1003E 適合調光器：EM1003F

適合調光器：EM1003D 適合調光器：EM1003F

505

済

済508, 509, 543, 544

EL-T0022
EL-T0021 済532

506, 507, 522, 541, 
542

ユニバーサルダウンライト／スポットライト　専用電源ユニット10

ページ WEBカタ変更箇所 追加内容 カタログ記載内容 確定内容

「E11口金」仕様表
下部の注記 適合調光器の形名変更

※ミラー付ハロゲンランプ形LED
電球は調光器にも対応
（適合調光器：DEM1003E）

※ミラー付ハロゲンランプ形LED
電球は調光器にも対応
（適合調光器：DEM1003D）

済545

ユニバーサルダウンライト　LDL電球タイプ（ランプ別売）　ミラー付ハロゲンランプ　適合ランプ（LED電球）11

防災照明　LED非常用照明器具　電源別置形　LED専用形（平常時消灯・非常時LED点灯）　埋込形 φ6013

ページ WEBカタ形　　名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容

専用調光器
DEM1003E 形名他変更 済600

EL-P600L/W, K
EL-P601L/W, K

EL-P602L/W, K, S
EL-P602W/W, K, S

専用調光器の形名変更

専用調光器（DEM1003E）との
組合せで20%～100%の調光可能

専用調光器（DEM1003F）との
組合せで20%～100%の調光可能

専用調光器（DEM1003E）との
組合せで5%～100%の調光可能

専用調光器（DEM1003F）との
組合せで5%～100%の調光可能

済601

インテリア照明　ペンダント　一体形　集光タイプ12

ページ WEBカタ形　　名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容

MS408 形名他変更 済808

照明制御　ローカル自動調光システム　MILCO.S［有線タイプ］　天井埋込形コントローラ　オプション14

ページ WEBカタ形　　名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容
配置表（3.5m）の追記 下表（カタログ記載内容）を参照 下表（確定内容）を参照

仕様（本体材質）の追記 本体：鋼板 本体：鋼板 電気亜鉛メッキ
786 済EL-DT20111

（カタログ記載内容） （確定内容）
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ページ WEBカタ形　　名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容
PWM-位相制御変換器
MS408 形名他変更 済823

照明制御　ローカル自動調光システム　MILCO.S［ワイヤレスタイプ］機器仕様15

下記（カタログ記載内容）を参照 下記（確定内容）を参照

（カタログ記載内容） （確定内容）

ページ WEBカタ形　　名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容

縦軸の項目 形名他変更 済826, 
827

照明制御　ローカル自動調光システム　制御機器に接続可能なLED照明器具台数一覧表16

照明制御　ローカル自動調光システム　小形調光器17
ページ WEBカタ品　　名 追加内容 カタログ記載内容 確定内容

829 済位相制御調光器
形名他変更

記載なし追記

※指定の照明器具以外の使用および電源環境により、
チラつきが発生することがありますが、故障では
ありません。

※調光時にチラつきが発生する時は、チラつきが発
生しない位置につまみを調整してください。


