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LED照明カタログ MILIE Vol.6 追加情報

スクエアライト　LED一体形　埋込形［乳白カバータイプ］

EL-SK7512W/5
（EL-SK7500WM/5の新機種）

EL-SK7512WW/5
（EL-SK7500WWM/5の新機種）

ページ

光束及びエネルギー消費
効率の変更

新機種形名 追加内容 カタログ掲載内容 確定内容

178

WEBカタ

未

ベースダウンライト　クラス550

EL-D5521NS/5W
（EL-D5511N/5Wの新機種）

EL-D5520NS/4W
（EL-D5510N/4Wの新機種）

ページ

光束及びエネルギー消費
効率の変更

新機種形名 追加内容 カタログ掲載内容 確定内容

357

358

WEBカタ

未

高天井用ベースライト　GTシリーズ　特殊対応形［角タイプ］［重耐塩／耐油煙・高温用］

クラス3000
EL-C30035N

ページ

質量の変更 質量　　　：12.5kg 質量　　　：11.0kg

出力クラス／形名 追加内容 カタログ掲載内容 確定内容

329

WEBカタ

未

公共施設用照明器具　LED照明器具

LRS3F1-2850LM

LRS3F1-4000LM

ページ
確認図番

連続調光仕様

申請中 確認図番（EF10342）

LRS6F1-2850LM

LRS6L3G0-3200LM

確認図番

連続調光仕様

記載なし

確認図番

連続調光仕様

申請中 確認図番（EF10356）

記載なし

確認図番

連続調光仕様

申請中 確認図番（EF10348）

記載なし

記載なし

申請中 確認図番（EF10343）

公共施設用形名 追加内容 カタログ掲載内容 確定内容

K9

K10

WEBカタ

未

△¥45,600
△
○

(MY-B450238/N AHZ+B4332A)
LX9(AHZ) （税別）（3220lm・32.5W・99.0lm/W）
本体＋ライトユニット：MY-B450238/N AHZ
乳白カバー：B4332A

¥37,000（税別）
¥8,600（税別）

△¥49,600
△
○

(MY-B470238/N AHZ+B4332A)
LX9(AHZ) （税別）（4270lm・43.0W・99.3lm/W）
本体＋ライトユニット：MY-B470238/N AHZ
乳白カバー：B4332A

¥41,000（税別）
¥8,600（税別）

△¥50,000
△
△

(MY-B450237/N AHZ+B31011)
LX9(AHZ) （税別）（3220lm・32.5W・99.0lm/W）
本体＋ライトユニット：MY-B450237/N AHZ
乳白カバー：B31011

¥36,000（税別）
¥14,000（税別）

△¥52,300
△

(MY-B450237/N AHZ+L4111A)
LX9(AHZ) （税別）（4260lm・32.5W・131.0lm/W）
本体＋ライトユニット：MY-B450237/N AHZ
OAルーバ　Vタイプ：L4111A

¥36,000（税別）
¥16,300（税別）

防災照明　LED非常用照明器具　電池内蔵形　発売予定欄
ページ

形名の変更

本体仕様の変更

追加内容 カタログ掲載内容 確定内容

配置表の変更

本体　　：ステンレス  白色塗装
反射板　：ステンレス  白色塗装

本体　　：鋼板  亜鉛メッキ仕上
反射板　：ステンレス  白色塗装
質量　　：器具3.4kg　ランプ0.15kg

708

WEBカタ

未
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家庭用電化製品・住宅用設備機器品関連事業所一覧
ページ

住所の変更

社名、住所、電話番号の
変更

地　　区 追加内容 カタログ掲載内容 確定内容

A134

WEBカタ

済
関越地区

東海地区

公共施設用照明器具　LED照明器具（つづき）
ページ

確認図番

連続調光仕様

申請中

記載なし

確認図番

連続調光仕様

申請中

記載なし

LRS6L5-4100LM

LRS6L5-5400LM

機種追加
LRS3SA20-4750LM
LRS6SA20-2100LM
LRS6SA20-2800LM
LRS6SA20-4500LM
LRS6SA20-6000LM

確認図番（EF10352）

確認図番（EF10353）

公共施設用形名 追加内容 カタログ掲載内容 確定内容

K10

WEBカタ

未

5

6

LRS6L3G0-4200LM

確認図番

連続調光仕様

申請中 確認図番（EF10349）

記載なし

△¥47,400
△
△

(MY-B470237/N AHZ+L4261F)
LX9(AHZ) （税別）（5790lm・43.0W・134.6lm/W）
本体＋ライトユニット：MY-B470237/N AHZ
マルチファインルーバ：L4261F

¥40,000（税別）
¥7,400（税別）

△¥43,400
△
△

(MY-B450237/N AHZ+L4261F)
LX9(AHZ) （税別）（4360lm・32.5W・134.1lm/W）
本体＋ライトユニット：MY-B450237/N AHZ
マルチファインルーバ：L4261F

¥36,000（税別）
¥7,400（税別）

埋込形　オプション取付可能タイプ

△¥34,000

LEDライトユニット形ベースライト

(MY-B450238/N AHTN)
LN9(AHTN) （税別）（4940lm・32.5W・152.0lm/W）

LRS3SA20-4750LM

△¥37,000
(MY-B450238/N AHZ)
LX9(AHZ) （税別）（4940lm・32.5W・152.0lm/W）

断熱施工では使用できません 埋込穴
220 × 1235

2017年1月発売予定

確認図番（EF10344）

△¥27,200
(MY-B425137/N AHTN)
LN9(AHTN) （税別）（2320lm・17.4W・133.3lm/W）

LRS6SA20-2100LM

断熱施工では使用できません 埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

埋込形　オプション取付可能タイプ
LEDライトユニット形ベースライト

申請中

△¥27,700
(MY-B430137/N AHTN)
LN9(AHTN) （税別）（2970lm・21.4W・138.7lm/W）

断熱施工では使用できません 埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

埋込形　オプション取付可能タイプ
LEDライトユニット形ベースライト

申請中

LRS6SA20-2800LM

△¥33,000
(MY-B450237/N AHTN)
LN9(AHTN) （税別）（4820lm・32.5W・148.3lm/W）

△¥36,000
(MY-B450237/N AHZ)
LX9(AHZ) （税別）（4820lm・32.5W・148.3lm/W）

断熱施工では使用できません 埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

埋込形　オプション取付可能タイプ
LEDライトユニット形ベースライト

確認図番（EF10360）

LRS6SA20-4500LM

埋込形　オプション取付可能タイプ
LEDライトユニット形ベースライト

確認図番（EF10361）

△¥37,000
(MY-B470237/N AHTN)
LN9(AHTN) （税別）（6400lm・43.0W・148.8lm/W）

△¥40,000
(MY-B470237/N AHZ)
LX9(AHZ) （税別）（6400lm・43.0W・148.8lm/W）

断熱施工では使用できません 埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

LRS6SA20-6000LM

△¥56,300
△

(MY-B470237/N AHZ+L4111A)
LX9(AHZ) （税別）（5650lm・43.0W・131.3lm/W）
本体＋ライトユニット：MY-B470237/N AHZ
OAルーバ　Vタイプ：L4111A

¥40,000（税別）
¥16,300（税別）


