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１．はじめに 
１．１ はじめに 

本マニュアルでは「三菱LED照明省エネ計算ソフト」の利用方法について説明します。 

 「三菱LED照明省エネ計算ソフト」では、次のことが行えます。 

 

 （１）既存の照明器具から三菱電機の省エネ型照明器具にリニューアルした際の 

省エネ性能が簡単に計算できます。 

 （２）計算結果を提案書としてExcelに出力することができます。 

 

１．２ 動作環境 

本ソフトを動作させるためには以下の環境が必要となります。 

OS    Windows8.1 Pro（32bit） SP1以上 
Windows8.1 Pro（64bit） SP1以上 

Windows10 Pro（32bit） リリースバージョン：~20H02 
Windows10 Pro（64bit） リリースバージョン：~20H02 

ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ .NET Framework 4.8 
Office(Excel) 

 
 

Microsoft Excel 2013 Professional (32Bit)  
Microsoft Excel 2016 Professional (32Bit) 

Microsoft Excel 365 Professional (32Bit・64Bit) 
画面解像度 1024×768 

 

※旧省エネ計算ソフトをダウンロードしていた場合は、事前にアンインストールを行ってください。 

 旧版がインストールされている PCには本省エネ計算ソフト(ver4)はインストールできません。 

 

 

 

※officeの bit数にあわせてインストーラのダウンロードをお願いします。 

bit数が異なるインストーラをダウンロードした場合は、正しいインストーラをダウンロードしてください。 
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２．インストールとアンインストール 
２．１ インストール 

２．１．１ ソフトのダウンロード 

三菱電機のパートナーWEB「WIN2K」からダウンロードすることができます。 

 

（１）「Internet Explorer」を起動していただき、検索欄に「三菱電機WINK」と入力して 

   検索ボタンをクリックしてください。 

（２）検索結果から出てきた「三菱電機パートナーWEB[WIN2K]」をクリックしてください。 

   http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/top.do  

（３）WIN2Kのトップページが表示されます。 

（４）次に表示画面右側の「計算ソフト」をクリックしてください。 

（５）次に表示画面の「省エネ計算・提案」をクリックしてください。 

 

 
 

（６）次に表示画面の計算ソフト一覧画面で「三菱ＬＥＤ照明 省エネ計算ソフト」の 

ダウンロード欄にあるソフトの「ダウンロード」をクリックし、任意の場所に保管してください。   

※officeの bit数にあわせてインストーラのダウンロードをお願いします。 

bit数が異なるインストーラをダウンロードした場合は、正しいインストーラをダウンロードしてください。 

 

（７）保管した ZIPファイルを解凍してください。 

 

 



3 

 

２．１．２ インストール 

（１）ダウンロードした、「三菱ＬＥＤ照明 省エネ計算ソフト」フォルダ内の、  を 

ダブルクリックしてください。 

 

※以下のメッセージが表示されたら「はい」をクリックしてください。 

 
 
 

【注意事項】 
本プログラムを実行するためにはMicrosoft .NET Framework4.8が必要です。 
Microsoft .NET Framework4.8がインストールされていない場合は、 
最初に、Microsoft .NET Framework4.8のインストールが行われます。 
 
（インストールの画面イメージ）※4.5.2⇒4.8 

 
 
Microsoft .NET Frameworkのインストールが完了すると、続けて本プログラムの 
インストールが開始されます。 
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（２）「次へ」をクリックしてください。 

 
 

（３）「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して「次へ」をクリックしてください。 
※ソフトウェア使用許諾契約に同意いただけない場合は、本ソフトをご利用いただけません。 

 
 

（４）「次へ」をクリックしてください。 

※インストール先のフォルダを指定する場合は、「参照」をクリックしてフォルダを選択してください。 

 
 
 
 
 

※ 
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（５）インストールが開始されます。 

 
 

（６）インストールが完了したら下の画面が表示されます。「完了」をクリックしてください。 
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（７）完了するとプログラムメニューとデスクトップにショートカットが作成されます。 

 
（ｂ）Windows8.1の場合 

      
 

（ｃ）Windows10の場合 
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２．２ 起動 

（１）デスクトップに作成されたショートカットをダブルクリックしてください。 

※「スタート」－「すべてのプログラム」－「三菱LED照明省エネ計算ソフト」選択でも起動できます。 

 
 

※起動直後に以下の表示がでた場合は WEB アップデートを実施するためにセキュリティプロトコルの書き込みが

必要になります。「はい」を選ぶとソフトが閉じます。「いいえ」を選ぶとその後のデータ更新が行えませんが、そのま

まのデータで使用いただくことは可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初回起動時はアイコンを右クリックでメニューを表示し「管理者として実行」より、ソフトを起動してください。 

  その後は画面表示のとおり、最新データベースに更新を実施してください。 

 
旧省エネ計算ソフトVer3.00.00ご利用時「器具の新規登録・編集」より、ユーザー登録をされていた機種へ 

Ver4でアクセスするためにも初回のWEBアップデートが必要です。 
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（２）起動中の画面が表示されます。 

表示と同時に使用中のデータが最新かどうかのチェックを開始します。 

 
 

（３）データをチェックした結果が表示されます。 

（ａ）最新の場合。 

「OK」をクリックすると起動します。 
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（ｂ）最新ではない場合。 

「はい」を選択してください。 

 
※「いいえ」を選択するとデータを更新せずに起動します。 

古いデータのままになりますので、ご注意ください。 

 

データのアップデートが開始され、アップデート終了後に起動します。 

 

 
（４）「三菱LED照明省エネ計算ソフト」が起動します。 
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２．３ 終了 

各画面右上の 「×」 または「提案書出力」画面の「終了（閉じる）」 をクリックして終了します。 

    

 

 
 
※編集中のデータがある場合は確認のメッセージが表示されます。 

「はい」をクリックすると保存先の選択画面が表示されます。保存先を選択し保存が完了後に終了します。 
「いいえ」をクリックすると保存せずに終了します。 
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２．４ アンインストール 

（１）[スタート]－ [コントロールパネル]を選択して、コントロールパネルを開きます。 
（２）コントロールパネルの[プログラムのアンインストール]を選択します。 

 
 

（３）インストールされているプログラムの一覧が表示されます。 
（４）[三菱LED照明省エネ計算ソフト]を選択し、[アンインストール]をクリックします。 

 
 

（５）確認のメッセージが表示されます。 
「はい」を選択するとアンインストールが開始されます。 
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（６）アンインストールの完了画面が表示されます。 

「完了」を選択してください。 
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３．提案書出力までの操作手順 
３．１ 操作手順概要  

本ソフトは下記の流れで計算できるようになっています。 
 
（１）省エネ計算ソフト起動 
（２）操作メニュー選択 

 

（３）条件入力画面 

 
（４）照明器具選択画面 

操作したいメニューを選択する画面です。 

お客様の物件情報・計算条件を 
入力する画面です。 

既存器具と提案器具を 
選択する画面です。 
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（５）提案書出力画面 

 

（６）提案書の出力 

 
 
 

登録した器具（最大120機種）を 
一覧で確認できます。 

計算した結果が提案書として出力されます。 
営業資料としてご使用ください。 
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３．２ 省エネ計算を行う 

３．２．１ メニュー画面 

起動すると表示される画面です。操作したいメニューを選択します。 

 
①新規作成 ： 提案書を新規で作成する場合にクリックしてください。 
※画面内の「×」をクリックしても新規作成に進めます。 

②保存データを開く ： 保存したデータを開く場合はここから立ち上げてください。 

器具選択画面で左記エラーがでる可能性があります。 

・本省エネ計算ソフト Ver4で作成した保存データを旧省エネ計算ソフトVer3.0で読み込んだ場合 

⇒Ver3をアンインストールし、Ver4のインストールを実施してください 

・本省エネ計算ソフト Ver4をインストール後にWEBアップデートを行わなかった場合 

⇒ソフト起動時のデータ更新選択画面より、アップデートを実施してください 
 

③「  」 ： クリックすると操作手順が表示されます。どの画面からでも確認できます。 

 

① ② 

※ 

③ 
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３．２．２ 条件入力画面 

お客様の物件情報・計算条件を入力する画面です。次の手順で入力してください。 

 
①お客様名 ： お客様名を入力してください。上下2段で入力できます。 

②お客様名の敬称 ： 提案書で表示する、お客様名に付ける敬称を選択してください。 

③物件名 ： 物件名を入力してください。上下2段で入力できます。 

④提案社名 ： 提案社名を入力してください。上下2段で入力できます。 

⑤契約電力会社 ： お客様の契約している電力会社を選択してください。 
※登録データに無い場合は、契約電力会社を「その他」とし、ＣＯ2排出係数をマニュアル入力できます。 

⑥契約電気料金 ： お客様の契約している電気料金を入力してください。 
※ガイドを開くと、「契約電気料金の概要」が表示されます。 

⑦年間点灯時間 ： 年間の点灯時間を入力してください。 
※ガイドを開くと参考時間が表示されます。 

⑧工事料金を含めて算出する ： 工事費を含めた省エネ計算を算出することができます。 
  「工事費を含めて算出する」にチェックを入れ「１台あたり」または「総額」を選択して金額を入力してください。 

⑨照明器具選択 ： すべての項目の入力が完了したら、いずれかをクリックして、次の手順へ進んでください。 

⑩メニューに戻る ： メニュー画面に戻ります。入力中のデータはクリアされます。 
 
 

② 

③ 

④ 
⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ 

⑨ 
① 

⑩ 
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３．２．３ 照明器具選択画面  

省エネ計算を行う照明器具を選択する画面です。既存器具と提案器具を選択し省エネ性能を比較します。 
次の手順で選択してください。 
 
（１） 既存器具を選択する。 

 
①器具形状 ： 器具の形状を選択してください。 

②ランプ区分 ： ランプの種別を入力してください。 

③ランプ詳細 ： ②で選択したランプの詳細を選択してください。 

④消費電力 ： ①～③で選択した器具の消費電力が自動的に表示されます。変更はできません。 

⑤ランプ光束 ： ①～③で選択した器具の消費電力が自動的に表示されます。 

⑥光源寿命 ： ①～③で選択した器具に使用されるランプの寿命が自動的に表示されます。 

⑦ランプ価格 ： ①～③で選択した器具に使用されるランプの価格が自動的に表示されます。 

⑧ランプ掛け率 ： ⑦に対しての掛率を入力してください。 

⑨台数 ： 器具台数を入力してください。 

⑩入力データ削除 ： 「現在ご使用の照明器具」の入力中データを一括して削除できます。 
 
※「ご提案のＬＥＤ照明器具」に対し、「現在ご使用の照明器具」は最大3機種まで登録可能です。 
ラジオボタンを選択すると機種が切り替わります。 

  （注）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。 
 
 
 
 

① 
② 
③ 

④ ⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 

※ ⑩
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（２）提案器具を選択する。（必須入力） 
検索したい方法を、「カテゴリから探す」または「形名から探す」のタブから選択します。 
 

 （ａ）カテゴリから形名を探す 
カテゴリから形名を絞込んで器具を選択します。次の手順で入力してください。 

 
①カテゴリ ： ランプのカテゴリを選択してください。 

②器具形状・用途 ： 器具の形状を選択してください。 

③クラス（明るさ） ： 器具のクラスを選択してください。 

④器具サイズ ： 器具のサイズを選択してください。 

⑤タイプ ： 定格等を選択してください。 

⑥形名 ： ①～⑤で選択した条件で該当する形名が表示されます。提案器具形名を選択してください。 

⑦消費電力 ： ①～⑥で選択した器具の消費電力が自動的に表示されます。 

⑧光源寿命 ： ①～⑥で選択した器具の寿命が自動的に表示されます。 

⑨定格光束 ： ①～⑥で選択した器具の定格光束が自動的に表示されます。 

⑩価格 ： ①～⑥で選択した器具の希望小売価格が自動的に表示されます。 

⑪オプション価格 ： オプション品(ガード等)がある場合はその価格を入力してください。 

⑫掛率 ： ⑩に対しての掛率を入力してください。 

⑬ご提案単価 ： ご提案単価が表示されます。（希望小売価格×掛率+オプション価格）  

⑭台数 ： 設置予定の器具台数を入力してください。 

⑮入力データ削除 ： 「ご提案中のLED照明器具」の入力中データを一括して削除できます。 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑭ 
⑬ ⑫ 

⑪ 

⑮ 
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（ｂ）形名から探す 
  形名から検索して器具を選択します。次の手順で入力してください。 

① 形名を入力して「検索」をクリックします。（前方が一致する形名を検索できます。） 

 
 
② 候補の形名が表示されます。形名を選択して「OK」をクリックします。 

 
 

① 

② 
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③「カテゴリから探す」タブに切り替わり、器具の詳細が表示されます。 
  未入力項目、変更が必要な項目を入力してください。 

 
    ※各項目の詳細については、「3.2.3 （２）（ａ）カテゴリから形名を探す」 を参照してください。 
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（３）部屋の設定 
   「現在ご使用中の照明器具」と「ご提案のLED照明器具」は部屋ごとに設定できます。 

部屋は最大120部屋まで設定できます。 

 
② 部屋名 ： 部屋名を設定することができます。省略した場合は提案書の部屋名が空白で表示されます。 

②「  」 ： クリックすると新しい部屋が追加されます。（最大120部屋） 

※「ご提案のＬＥＤ照明器具」が入力途中の場合は、新しい部屋の追加や部屋の移動はできません。 
入力を完了するか、部屋を削除する必要があります。 

 
③部屋削除 ： クリックすると現在表示中の部屋が削除されます。 
 
④入力データ削除 ： 「現在ご使用の照明器具」の入力中データを一括して削除できます。 
 
⑤入力データ削除 ： 「ご提案中のLED照明器具」の入力中データを一括して削除できます。 
 
⑥部屋の表示と移動 ： 現在の部屋番号と最大の部屋数（120）を表示します。 

            “＜”をクリックすると 1つ前の部屋に戻ります。 
“＞”をクリックすると次の部屋に進みます。 

      （表示例） 
 
               

      
 

 
 
部屋作成後はテキストボックスへ数字の直接入力でのページ移動も可能です。 

① 
② ③ 

⑥ 

④ 

⑤ 

設定できる最大の部屋数 現在表示している部屋番号 

1つ前の部屋へ 次の部屋へ 

部屋ごとに設定 
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３．３ 提案書出力画面 

照明器具選択画面で登録した器具データを一覧で確認することができます。 
登録データの変更・削除もこちらからもできます。 

 

①編集 ： 登録データを編集したい場合は「編集」をクリックし、データの修正を行ってください。 

②削除 ： 登録データを削除したい場合は「削除」をクリックし、データの削除を行ってください。 

③提案書出力 ： 全器具データの登録が完了しましたら「提案書出力」をクリックして提案書を出力します。 
※「現在ご使用の照明器具」の入力がない場合は、比較対象がないため、提案書のページが出力されません。 
※詳細説明・提案書の内容・印刷設定は、「4.1 提案書の出力」、「5.1 シートごとの出力内容」をご参照ください。 

④データ保存 ： 登録データを保存したい場合は「データ保存」をクリックし任意の場所に保管してください。 

⑤メニューに戻る ： メニュー画面に戻ります。入力中のデータはクリアされます。 
※保存されていないデータがある場合は確認のメッセージが表示されます。 

⑥終了 ： ソフトを終了します。 

⑦1 条件入力 ：物件情報を変更したい場合はクリックして、条件入力画面へ戻って変更してください。 

⑧２ 照明器具選択  ： 照明器具を追加する場合は照明器具選択画面に戻って器具を追加してください。 
※いずれかをクリックすると照明器具選択画面に戻ります。 

① 

② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

⑦ 
⑧ 
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４．提案書出力 
４．１ 提案書の出力 

入力した器具の情報を提案書としてエクセルに出力することができます。 
 

（１）提案書出力画面で出力したい器具を☑して「提案書出力」をクリックしてください。 
（２）提案書出力中の画面が表示されます。 

 
（３）下記のように提案書がExcelファイルで出力されます。 
※出力された提案書はExcelファイルとしてパソコン上に名前を付けて保存できます。 
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４．２ 提案書内容の確認 

Excelで出力された提案書は、1枚ごとにExcelの 1シートに出力されています。 
次の手順で確認することができます。 

 
（１）Excelでは下のタブをクリックすることでシートを切り替えることができます。 

     「提案書」に切り替えるには「提案書」タブをクリックします。 
※「現在ご使用の照明器具」が設定されていない場合は、提案書は出力されません。 

 
 

 
 
 ※「すべてのシートを選択」してから、「印刷プレビュー」で確認することもできます。 
   タブを右クリックし、ポップアップメニューから「すべてのシートを選択」をクリックすると 
   すべてのシートが選択されます。 
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４．２ 提案書の印刷  

  Excel出力した提案書は、Excelの機能で印刷できます。 

  一般的な印刷方法は次の手順で行います。 

 

  （１）全シートの印刷 

    （a）「ファイル」→「印刷」をクリックします。 

 

 

    （b）「設定」のプルダウンから「ブック全体を印刷」に設定して「印刷」をクリックします。 

 
 

    （ｃ）全ての提案シートが印刷されます。 
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  （２）選択したシートの印刷 

    （ａ）印刷するシートを選択します。 

     ※Ｃｔｒｌキーを押しながらシートのタブをクリックすることで複数シートを選択することができます。 

 

     ・選択されていないシートをCtrlキー押しながらクリックすることで、選択できます。 

     ・選択されているシートをCtrlキー押しながらクリックすることで、選択が解除できます。 

      

     選択後、選択されたシートのタブをクリックすることで、選択シートの内容が確認できます。 

  
 
（b）「ファイル」→「印刷」をクリックします。 
（ｃ）「設定」のプルダウンから「ブック全体を印刷」に設定して「印刷」をクリックします。 

 
 

    （d）選択したシートが印刷されます。 
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５．提案書の内容 
５．１ シートごとの出力内容 

出力される提案書は表紙、提案書、選定器具一覧（比較）、各商品紹介パンフレットの順で出力されます。 

シートごとの出力内容は下記になります。 
 
（１）「現在ご使用の照明器具」、「ご提案のLED照明器具」の両方が入力されている場合 

●表紙 

 
 
●提案書 

 
 
●選定機器一覧（比較） 

 
 

 
 
 

 

お客様名・物件名が記載された表紙です。 

省エネ計算結果総括資料です。 

現在、使用している照明器具から三菱省エネ照明器具に

リニューアルした場合の 

1．年間電気代 2．ランニングコスト 3．CO2削減量 

を比較した内容を掲載しています。 

 

※必要に応じて、グラフや各係数が変更できるように 

  印刷範囲外に計算式をいれています。 

  詳しくは「5.2提案書の編集」をご参照ください。 

比較した照明器具、一覧資料です。 

既存器具・提案器具の種類ごとの 

1．商品詳細 2．年間電気代 3．イニシャルコストの合計 

4．既存器具と提案器具の料金差額 

を一覧で掲載しております。 

 

※このシートの数値を変更すると自動的に「提案資料」の 

グラフも変更されます。 
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（２）「ご提案のLED照明器具」のみが入力されている場合 

●表紙 

 
 

●選定機器一覧（提案） 

 
 

 

お客様名・物件名が記載された表紙です。 

提案した照明器具、一覧資料です。 

既存器具・提案器具の種類ごとの 

1．商品詳細  2．イニシャルコストの合計  

3．年間電気代 4．年間ランニングコストの合計 

を一覧で掲載しております。 
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５．２ 提案書の編集 

出力される提案書の印刷範囲外に、必要に応じてグラフや各係数を変更できるように 

計算式をいれています。 

この計算式を使用して、省エネ計算ソフトをいちいち立ち上げずに提案書を作り直すことができます。 

また、導入機器の選定比較もできるように、現在の照明のイニシャルコストを加味して 

比較できるようにしています。 

 

●計算条件の変更方法 

提案書のシートを選択していただき、印刷範囲外にある枠内の数字を変更することで 

提案書の計算結果を変更する。 

 

 
 
 
●現在の照明のイニシャルコストの設定 

照明器具一覧表の行ごとに、現在の照明器具単価を入力すると、現在の照明器具の 

イニシャルコストを計算に反映させることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

この数字を変えることで提案書の 

計算結果を変更できます。 

●変更できる項目 

電気契約料金：電気代に反映 

CO2排出係数：CO2排出量に反映 

工事：工事代を含むか含まないか選択 

工事オプション：工事代の算出方法 

1台あたり：1台あたりの工事代 

総額：工事代の総額 

照明器具一覧の行ごとに単価を入力 

することで変更できます。 

 

●変更できる項目 

掛率：現在照明器具の掛率 

単価：現在照明器具の単価 
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６．個人データベース登録 
６．１ 個人データベース登録 

個人データベース登録とは、省エネ計算を行う照明器具を選択する際、 

登録データベースにない器具をユーザーが任意に登録できるマニュアル入力機能です。 

この機能を使うとユーザーオリジナルのデータベースを作成することが可能です。 

 
この機能は「照明器具選択」画面に付加されています。 
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６．２ 個人データベース登録と削除 

個人データベースは、「器具の編集登録」画面で登録、更新および削除ができます。 
 
（１）照明器具選択画面右上にある「器具の新規登録・編集」をクリックしてください。 

 
 

（２）「器具の新規登録・編集」画面が開きます。 
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６．２．１ 既存照明器具 個人データベース登録と削除 

既存器具の個人データベースの新規登録、更新および削除は下記の手順で行ってください。 
 
（１）新規登録 

（ａ）「既存照明器具」に任意の器具データを入力してください。 

 
 
 ※器具形名～ランプ詳細までの項目が既存の登録データと同じ名称の場合は登録ができません。 
 
（ｂ）全項目を入力したことを確認の上、新規登録をクリックしてください。 
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（ｃ）登録したデータが登録済みデータ一覧の最下段に追加されます。 
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  【データの保存】 

  登録・更新・削除した器具データは本画面を閉じるまで、個人データベースに保存はされていません。 
次の手順で保存してください。 

 
（d）「閉じる」をクリックしてください。（右上の×でも閉じます。） 

 
 
（ｅ）確認のメッセージが表示されます。「はい」を選択してください。 
※「いいえ」を選択するとデータは登録されません。 

 
 

（ｆ）保存を開始し、画面に「保存中・・・」を表示します。保存が完了したら本画面が閉じて、 
保存したデータが既存照明器具の選択項目に反映されます。 
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（２）更新 

（ａ）登録済データ一覧で更新したい器具を選択してください。 

 
 

（ｂ）入力欄に選択した器具のデータが表示されます。更新したい内容を変更して 
「内容更新」をクリックしてください。 

 
 
（ｃ）登録済データ一覧が変更した内容で表示されます。 
 
（注）本画面を閉じるまで個人データベースの保存が完了していません。 

個人データベースに保存するには「閉じる」をクリックして本画面を閉じてください。 
※詳細は（1）新規登録 【データの保存】 （d）～（ｆ）をご参照ください。 
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（３）削除       

（ａ）登録済データ一覧で削除したい器具を☑してください。（複数選択可） 
（ｂ）「リストから削除」をクリックしてください。 

 
 
（ｃ）確認のメッセージが表示されます。「はい」を選択してください。 
※「いいえ」を選択するとデータは削除されません。 

 
 
（ｄ）登録済データ一覧から選択した器具が削除されます。 
 
（注）本画面を閉じるまで個人データベースの保存が完了していません。 

個人データベースに保存するには「閉じる」をクリックして本画面を閉じてください。 
※詳細は（1）新規登録 【データの保存】 （d）～（f）をご参照ください。 

 



37 

 
６．２．２ 提案照明器具 個人データベース登録と削除 

提案照明器具の個人データベースの新規登録、更新および削除は下記の手順で行ってください。 
 
（１）新規登録 

（ａ）照明器具選択画面（3.2.3）右上にある「器具の新規登録・編集」をクリックしてください。 

 
 

（ｂ）下記画面が表示されます。「提案照明器具」のタブに任意の器具データを入力してください。 

 
 ※各項目が既存の登録データと同じ名称の場合は登録ができず注意画面が表示されます。 

異なった名称を入力してください。 
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（ｃ）全項目を入力したことを確認の上、新規登録をクリックしてください。 

 
 
（ｄ）登録したデータが登録済みデータ一覧の最下段に追加されます。 
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  【データの保存】 
登録・更新・削除した器具データは本画面を閉じるまで、個人データベースに保存はされていません。 
次の手順で保存してください。 

 
（ｅ）「閉じる」をクリックしてください。（右上の×でも閉じます。） 

 
 
（ｆ）確認のメッセージが表示されます。「はい」を選択してください。 
※「いいえ」を選択するとデータは登録されません。 

 
 

（ｇ）保存を開始し、画面に「保存中・・・」を表示します。保存が完了したら本画面が閉じて、 
保存したデータが提案照明器具の選択項目に反映されます。 
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（２）更新 

（ａ）登録済データ一覧で更新したい器具を選択してください。 

 
 

（ｂ）入力欄に選択した器具のデータが表示されます。更新したい内容を変更して 
「内容更新」をクリックしてください。 

 
 
（ｃ）登録済データ一覧が変更した内容で表示されます。 
 
（注）本画面を閉じるまで個人データベースの保存が完了していません。 

個人データベースに保存するには「閉じる」をクリックして本画面を閉じてください。 
※詳細は（1）新規登録 【データの保存】 （e）～（g）をご参照ください。 
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（３）削除       

（ａ）登録済データ一覧で削除したい器具を☑してください。（複数選択可） 
（ｂ）「リストから削除」をクリックしてください。 

 
 
（ｃ）確認のメッセージが表示されます。「はい」を選択してください。 
※「いいえ」を選択するとデータは削除されません。 

 
 
（ｄ）登録済データ一覧から選択した器具が削除されます。 
 
（注）本画面を閉じるまで個人データベースの削除が完了していません。 

個人データベースから削除するには「閉じる」をクリックして本画面を閉じてください。 
※詳細は（1）新規登録 【データの保存】 （e）～（g）をご参照ください。 
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