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エコノライト®HLは、ダイクロハロゲンランプにかわる省エネルギーなLED電球で、0～100％までのスムーズな調光が可能です。

ダイクロハロゲンランプに比べ、消費電力は1/6の省エネを実現します。

E11とE17の口金なので、今お使いの照明器具はそのまま、ランプのみの交換でご導入いただけます。

幅広い用途にお使いいただけるよう、豊富なラインナップで展開しました。

φ50では、ダイクロハロゲンランプと同じ電球色・昼白色の他、ろうそくのような光色のウォーム色もご用意。

φ70では、ダイクロハロゲンランプと同等の光量を実現した『ハイパワータイプ』に加え

従来のダイクロハロゲンランプと同じように、光を絞るにつれ光色も赤みを増していく『シンクロタイプ』

スペクトルを制御し、バランスのよい自然な見え方を実現した『I-LEDタイプ』と、空間に適した光をお選びいただけます。

各種店舗やギャラリー、生鮮食品店舗やアパレル・美容業界など、多様な空間で使えるLED電球です。

「エコノライト」は株式会社エルムの登録商標です。　＜登録商標第5315277号＞

側面からも光がきらめくダイクロハロゲン形LED電球＜特許第5298389号＞



仕様 <φ50>

φ50

<広角>

選べる光色
エコノライト®HLφ50タイプは、従来のダイクロハロゲンランプの光色（電球色・昼白色）に加え、ろうそくのような安らぎを感じる光色

のウォーム色（電球色の色温度2700K前後に対し、2200K前後）をラインナップ。幅広い光のニーズにお応えします。

選べる口金

エコノライト®HLは、全てのラインナップでE11とE17、2種類

の口金をご用意。器具はそのまま、電球だけの交換でご

利用いただけます。

0～100%のスムーズな調光に対応

よりスムーズな調光を可能にするためにも、弊社の高安定調光器

「EconoDimer®」と合わせて使用される事をお勧め致します。　

位相制御（2線式）ですので、既存の白熱電球用調光器の配線を

利用して、簡単に交換工事ができます。 EconoDimer®

従来のLED電球が苦手にしていた調光に対応しており、概
※

ね0から100％まで 明るさをコントロールできます。
※ 調光器や電源事情によっては、絞り際でちらつくことがあります。

ウォーム色

<中角>

電球色 昼白色

型番 5HL10AV40M11WM 5HL10AV40F11WM 5HL10AV40M11WW 5HL10AV40F11WW 5HL10AV40M11NW 5HL10AV40F11NW

光源色

全光束 350lm 350lm 500lm 500lm 650lm 650lm

ビーム角 25度(中角) 40度(広角) 25度(中角) 40度(広角) 25度(中角) 40度(広角)

ビーム光束 120lm 170lm 160lm 240lm 210lm 310lm

最大光度 1,150cd 600cd 1,600cd 800cd 2,050cd 1,050cd

演色性

定格消費電力

外形寸法

質量

希望小売価格(税抜)

45g

7,000円

ウォーム色 電球色 昼白色

Ra80以上

直径 50mm　高さ 72mm

7.5W

※当社の製品は、他社製LEDに比べますと非常に明るく設定されています。「暗くしたい」「消費電力を少しでも小さくしたい」等の
　 ご要望がございましたら、できる限りご要望にお応えします。詳細はお問い合わせ下さい。
※密閉・半密閉器具にも使用できる、消費電力4 .5Wの製品もご用意できます。

側面から光がきらめくハロゲン型LEDは、エルムの特許です 類似品にご注意ください＜特許第5298389号＞



　　

高力率･低ノイズ･雷対策
※

0.85以上の高力率で、雷やノイズにも配慮した設計 に

なっています。また総合した電力の力率が0.85を上回ると

力率割引料金の対象になりますので、安心してご利用頂

けます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※雷対策により、全ての落雷に耐えられるわけではありません

φ70

仕様 <φ70シンクロ>

選べる３タイプ 

<シンクロ>  
※1

概ね0から100％まで 明るさをコントロールでき、明るさを絞る
※2

につれ、ダイクロハロゲンランプと同じように色温度も低く なっ

ていきます。
※1 調光器や電源事情によっては、絞り際でちらつくことがあります。

※2 φ70ｼﾝｸﾛﾀｲﾌﾟのみ。φ50及び他のφ70タイプを調光しても色温度は変化しません。

調光に合わせて、色温度もシンクロ

長寿命

エコノライト®HLは、40,000時間の長寿命。毎日20時間点
※

灯する場所でも、5年間は交換不要 のため、電球交換に

必要な費用や作業時間を省くことができます。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※使用環境温度35℃・光束維持率70%として

<ハイパワー100> 

1

光量を実現しました。

φ50タイプと同じく、ウォーム色・電球色・昼白色の3つの光色を

ご用意しています。

100形ハロゲンランプと同等以上の明るさ

00形ダイクロハロゲンランプと同等の明るさで、違和感なく置き

換えできる

<I-LED> 
※

エルム独自のLEDデバイス を使用した、全く新しいタイプの

LEDです。詳細は次ページからの説明をご覧ください。
※特許出願中<PCT/JP2011/059719>

ダイクロハロゲンランプを超えた心地よい光

< ハイパワー>φ70

☞ ☞ ☞

100% 50% 10%

ウォーム色 電球色 昼白色

型番 7HL10AVF11SC 7HL10AV13F11WW

光源色 電球色（～1650K） 電球色

全光束 850lm

ビーム角 35度(広角) 35度(広角)

ビーム光束 200lm

最大光度 1,130cd

演色性 Ra80以上 Ra80以上

定格消費電力 13W 13W

外形寸法 直径70mm　高さ 78mm 直径70mm　高さ 78mm

質量 95g 95g

希望小売価格(税抜) 14,000円 10,100円

<ハイパワー130> 

75～130形ダイクロハロゲンランプの置き換えに使えるLEDランプ

です。130形と比較して、 同等以上の明るさ

を実現しました。

他社製 と比較される際は、ぜひ直下照度だけでなく、空間全

体の明るさでお比べください。

エコノライト φ70は、光の柔らかさを重視した広角レンズを採

用。エルム独自の側面からも光がきらめく配光で、

また、高安定調光器「EconoDimer」を使えば、0～100％までのス

ムーズな調光が可能ですので、今まで75形・130形と複数タイプ

を使い分けていた場所にも<ハイパワー130>1タイプでご利用い

ただけます。

130 ハロゲンランプと同等以上の明るさ形

消費電力1/5以下で、

LED

HL

明るさムラの

少ない自然な照明環境が得られます。

クルイトフ（オランダ）の研究で、色温度も照度も高い状態は心地が良いが、

色温度はそのままに照度を下げていくと「陰湿な雰囲気」に、色温度が低いま

ま照度が高くすると「暑苦しい雰囲気」になるという事が明らかになっています。

<HLφ70シンクロ>なら、照度と色温度がシンクロするので、調光操作だけで心

地よい光環境を作ります。

※オプション狭角レンズを装着すると、約70%直下照度がアップします。詳しくは、最終ページをご覧ください。

エコノライト®HLφ70タイプは、単なるダイクロハロゲンランプの置き換えにとどまらず、新たなLEDの可能性を追求した３タイプ。

快適な光環境創りにお役立てください。

（注意）ダイクロハロゲンランプは、110Vの条件下でのスペックが記されているため、100Vの条件

下だと、表記スペックよりも暗くなります。LED化検討の際は、同条件で比較してお選びください。

ダイクロハロゲンランプとのスペック比較（100Vでの社内実測値）

消費電力 全光束 最大光度

ダイクロハロゲンランプ130形 75W 857lm

ハイパワー130電球色 13W 1011lm 1398cd

1/5以下 1.18倍



【演色性】

ランプなどで照らした際、色彩の見え方に影響を及ぼす光源の性質。

自然光に近いものほど「良い」「優れる」、かけ離れたものほど「悪い」「劣る」と判断される。

【演色評価数（CRI）】

演色性を数値化したもので、JIS（日本工業規格）で定められている。

試験色の見え方を基準光と比較して、いかに色彩を忠実に再現しているかを指数で表している。

最大値は100で、基準光との差異があるほど、数値が低くなる。

演色評価数には、平均演色評価数 (Ra) と特殊演色評価数 (R9～R15) がある。

【平均演色評価数 (Ra)】

 中間色8色(R1～R8) の演色評価数を平均したもの。 

【特殊演色評価数（RI）】

 赤(R9)、黄(R10)、緑(R11)、青(R12)、西洋人の膚の色(R13)、木の葉の色(R14)、日本人の膚の色(R15)の7種類。

一般的に照明の演色性を表す指数として使われるRaには、原色（R9～R12)や肌の色（R13・R15）に対する評価は含まれていません。

エルムのI-LEDは、RaだけでなくR1～R15全てを考慮した、バランスのよい自然な見え方の光源です。

スペクトルを制御する『I-LED』
※1 ※2

自社開発のLEDデバイスを使い、フィルターを使わず 青色LEDのみで 光をコントロール

バランスのよい自然な見え方の光を様々なシーンでご活用下さい
※1 同一光源の フィルター付器具と比べ、明るさ向上。

※2 青色LEDは長寿命で、紫外線を含まないので照射物を痛めにくく、虫が寄り付きにくい。

現在流通する「超高演色LED」は短寿命で紫外線を含む紫色LEDを使っているものが多い。

※1
エルムは、世界シェア を持つ開発メーカー。

近年、LED照明の分野にも力を注いできました。

2011年には、それまで技術的に難しいとされていた高出力の水銀灯代替LED照明『エコノライト®HG』を開発。

2012年には、0～100%までのなめらかな調光が可能な、高安定調光器『EconoDimer®』にて特許取得。
※2 ※3

そして2013年、独創的な手法でスペクトル を制御し、光をコントロールする『I-LED』 を開発。

LED照明で最高レベルの超高演色（Ra97)を始め、LEDの更なる可能性を広げていきます。
※1 光ディスクの自動修復装置で世界シェア95%　　　※2 光を分解した時の各波長成分の強度の分布　　※3特許出願中<PCT/JP2011/059719> 

<『I-LED』美術館・博物館仕様> <従来のLED>
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<『I-LED』光彩色>

その他、市販のLEDには存在しない色温度指定や既存器具に合わせたスタジオ用照明の特注、水草用照明（エコノライト®

SL）等、ご要望にできる限りお応えしています。お気軽にお問い合わせ下さい。

青みが強く、特に赤色の見え方

が不正確

太陽光に近いバランスで、自然

な色の見え方

黄色みを抑え、緑と赤をより鮮や

かに見せるように調整

Ra75

<従来のLED>

青みが強く、特に赤色の見え方

が不正確

色鮮やかに見せたい生鮮食品・植物などに美術館・博物館やファッション・コスメ業界などに
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[nm]<分光分布図><演色評価数グラフ><演色評価数グラフ>

400 500 600 700 800
[nm]<分光分布図>

フラワーショップサラダバー八百屋

作りたての温かさを

フレッシュな赤色を引き出す

弾けるようなみずみずしさ

おすすめ！

焼肉店精肉店

串かつ焼鳥惣菜ベーカリー

コスメコーナー試着室 美容院

光彩色

美肌色

太陽光仕様

美術館仕様パン用

肉用

青果用

飲食店向け

スーパー向け

ショップ向け

<色温度>

電球色相当

昼光色相当

昼白色相当

あらゆるものをより色鮮やかに

<色の見え方の忠実度>特定の対象物がより美しく見えるよう波長を調整 色彩を忠実に再現

自然光の見え方を再現

白熱電球の見え方を再現

肌がキレイに見え、気分がアガる

超高演色(Ra>97、R9>95）

一般的に照明の演色性を表す指数として使われるRaには、原色（R9～R12)や肌の色（R13・R15）に対する評価は含まれていません。

エルムのI-LEDは、RaだけでなくR1～R15全てを考慮した、バランスのよい自然な見え方の光源です。

（宮崎県工業技術センターでの個体実測値・カタログスペックではありません）J

平均演色評価数
演色評価数

の平均

Ra
R1～R8の平均

R9
赤

R10
黄

R11
緑

R12
青

R13
西洋人の肌色

R14
木の葉の色

R15
日本人の肌色

R1～R15

美術館仕様 2951K 97.0 98.4 98.2 90.9 97.0 96.6 97.3 97.9 96.8

太陽光仕様 5697K 98.0 95.7 98.0 97.2 85.8 97.8 97.8 96.4 96.8

光彩色 2890K 95.2 98.3 97.4 86.9 98.4 96.3 96.0 96.2 95.4

美肌色 4196K 95.3 97.1 95.0 90.5 88.0 96.5 95.6 94.9 94.7

肉用 2270K 86.5 92.0 73.1 88.8 51.6 89.2 93.1 91.8 84.8

青果用 2554K 94.0 96.9 90.8 85.3 85.9 92.8 98.1 94.7 93.1

パン用 2930K 97.0 84.0 96.5 94.0 94.1 99.4 97.4 97.1 95.9

色温度種類

特殊演色評価数

J



新鮮さを演出したい花屋や生鮮食品店に

作品の色合いを忠実に照らしたい美術館・博物館に

繊細な表現が重視されるファッション・コスメ業界に

スペクトル制御の『I-LED』なら、見え方が重視
※

されるあらゆるシーン でお使いいただけます。
※エコノライト®HLは防水対応ではございません

自由に色を創り出せる

I-LEDは従来のLEDチップと違い、ご要望に応じた光色を自在に調整して創り

出せます。

赤がより美しく
※

R9 ＞96 を実現しました。

一般的なLED(R9＞20前後)とはもちろん、高演色LED(R9＞85前後）と比較する

際は、赤の美しさを比べてみてください。

赤色には、食欲や物欲など欲求を刺激する効果があると言われています。

ぜひ、ショップやレストランなどで効果をご実感ください。

（赤の演色評価数）

　※美術館・博物館仕様、太陽光仕様の場合。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

他の光色はそれぞれの対象がキレイに見えるよう調整をしているため、種類によりR9は異なります。

豊富なラインナップ

【光色7種】

　<美術館仕様> 超高演色（Ra＞97）・電球色

　<太陽光仕様> 超高演色（Ra＞97）・昼光色

　<光彩色> あらゆるものを色鮮やかに見せる光色

　<美肌色> 人の肌の色を美しく見せる光色

　<肉用> 肉・魚売り場（赤身やいくら等）や焼き肉店に。

　<パン用> 揚げ物や焼鳥売り場、飲食店にもおすすめ。

　<青果用> 野菜売場・フラワーショップにもおすすめ。

【口金2種（E11/E17）】

演色性と明るさの両立

明るさと演色性の両立は難しいとされていますが、『I-LED』は、同等レベルの
※

演色性(Ra＞97)を持つ他社製LEDに比べ、約16%明るく なりました。
※ｌｍ/Wでの比較（宮崎県工業技術センターでの個体実測値・カタログスペックではありません）

照射物にやさしい

『I-LED』は、紫色LEDを使用せず、青色LEDのみで超高演色（Ra＞97）を実現。
※

紫外線を含まず、長寿命 なので、大切な照射物を劣化させたり、虫を寄せ付

けることなく、電球の交換も最小限。照射物にやさしい明かりです。
※密閉・密閉に近い器具・断熱施工器具でご利用の場合、寿命時間が短くなる場合がございます

ダイクロハロゲンランプを超えた自然な光（感じ方には個人差があります）

全体の94%の光を前面に放出することで、照射方向による演色性のバラつきを
※

なくし 、ダイクロハロゲンランプよりもキレイに見えるとのご評価を頂いていま

す。カタログスペックだけで比較せず、ぜひご自分の目でお確かめください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※ダイクロハロゲンランプだと、前面に放出される光は全体の78%で、電球自体の演色性と前面の演色性に差が生じ

る事が確認された。例えば、電球自体のR9は99でも、前面のR9は83前後であった。

（社内での個体実測値・カタログスペックではありません）

色温度や波長の指定、水草用・育苗用など、様々なカスタマイズをお受けしております。また、ご指定のケーシングでの制作など、できる限り
ご要望にお応えします。詳しくはご相談ください。

J

お料理を美味しそうに見せたい飲食店に

平均演色評価数
演色評価数

の平均

Ra
R1～R8の平均

R9
赤

R10
黄

R11
緑

R12
青

R13
西洋人の肌色

R14
木の葉の色

R15
日本人の肌色

R1～R15

I-LED美術館仕様(20.9W) 54.2 97.7 96.5 99.6 91.8 98.2 97.8 97.2 99.3 97.3

X社(22.6W） 46.8 98.1 87.8 98.9 97.7 95.9 99.6 98.3 98.3 96.8

種類

特殊演色評価数

lm/W

J



美術館/博物館仕様の超高演色 LED 照明の他社との比較データ 

 

面内発光分布 

  

 

  

φ70 ハロゲンランプ仕様の詳細データ 

 

水草用照明のスペクトル比較 

  

株式会社エルム、「世界トップレベル超高演色（注１）LED 電球」の受注生産を開始 

フィルターレススペクトル制御技術を開発 

～ 光のスペクトルを制御して見え方をコントロールする技術 ～ 

 

 株式会社エルム（本社：鹿児島県南さつま市 代表者：代表取締役 宮原隆和）は、高効

率で、色の再現が重要な美術館/博物館用の超高演色 LED 照明（Ra＞97，R9＞97）、太

陽光を再現した超高演色 LED 照明（Ra＞９7，R9＞９6）、および人の肌や肉/野菜を美し

く新鮮に見せる高演色 LED 照明（Ra＞94）用の LED 電球を 2013 年 11 月中旬より受

注生産致しますので、下記の通りお知らせいたします。 

 

１．開発の背景 

株式会社エルムは、2011 年に LED 研究開発室（井上室長）を創設し、開発してい

た新しい構造及び製造方法の照明用 LED（I-LED と命名）の量産技術を確立した。こ

の I-LED は、基板やパッケージを用いない構造で、LED チップ（注２）の電極をそのまま

外部基板への実装電極としている。さらに、I-LED に使用する特殊蛍光体フィルム（注３）

の開発及び量産化にも成功し、これを用いたI-LED は、用途に合わせて、光のロスとな

る光学フィルター（注４）を用いずに光のスペクトル（注５）を自由に設計することができる、

いわゆるフィルターレスでスペクトル制御が可能な照明用 LED である。 

 

２．I-LED を用いた LED 電球の特徴 

   ① フィルターレススペクトル制御技術により、用途に合わせて光のスペクトルを自

由に設計することができる。 

例えば、 

・ 世界トップレベル超高演色 LED 照明 

・ 色を鮮やかに（光彩色用）、肌を美しく（美肌色用）見せる高演色 LED 照明 

・ 肉用、青果用、パン用などの特殊照明 

・ 水槽、水草用照明 

   ② 高いコストパフォーマンス 

自社開発の I-LED を使用し、高性能で低コスト化を実現した。 

 

３．LED 電球の仕様 

   ① エコノライトＨＬ（ダイクロハロゲンと同等サイズ） 

    ・ビーム角２種（中角／広角※）※φ70 は 35 度のみ 

    ・口金 2 種（Ｅ11／Ｅ17） 

    ・サイズ（φ50／Φ70） 

   ②エコノライトＢＭ（シールドビームランプと同等サイズ） 

    ・ビーム角３種（狭角／中角／広角） 

  光のスペクトルの自由設計に対応可能。ただし、超高演色仕様（Ｒａ＞97）は、 

エコノライトＨＬのφ70 のみ対応致します。 

 

用語解説 

（注１）超高演色  

演色性とは、ある物体を照らしたときに、その物体の色の見え方に及ぼす 

光源の性質を言う。自然光に近いほど演色性は良い。 

太陽光      ：Ra 100 

超高演色 I-LED  ：Ra＞97 

３波長蛍光ランプ：Ra 80～85 

一般の LED   ：Ra 75 

水銀灯      ：Ra 14～50 

  ナトリウム灯   ：Ra 25 

（注 2）LED チップ  

    発光ダイオードチップで、電流を流すと光る半導体 

（注３）特殊蛍光体フィルム 

    今回開発した蛍光体フィルムで、緑、黄、赤の光を出す蛍光体間で相互作用 

が起こらないような構造にしたもの 

（注４）光学フィルター 

    特定の光の波長成分を吸収したり透過したりする光学部品。一部の光を吸収するので 

暗くなる。 

（注５）光のスペクトル 

    光を構成する波長成分（青、緑、黄、赤など）の強度分布 

I-LED の構造と特徴 

 

プレスリリース



叙々苑

銀座コリドー店様

新聞記事

導入事例



2014年10月15日発行

 
（仕様は予告無く変更する場合があります）

【警告】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・紙や布でおおったり、燃えやすいものを近づけないで下さい。（火災の原因）

・取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってから行って下さい。（感電の

原因）

・点灯中や消灯直後はランプ本体が熱くなっていますので触れないで下さい。

（ヤケドの原因）

【ご使用上の注意】

・ランプ点灯時の使用環境温度（年間平均）が35℃を超える場所で使用すると、

寿命が短くなる場合がございます。

・密閉または密閉に近い器具上部に通気口の無い器具では、温度上昇が大き

く寿命が短くなります。

・ランプを長時間直視するのはおやめ下さい。目に悪影響を及ぼす事がありま

す。

・ラジオやテレビなどの音響または映像機器の近くで点灯すると雑音が入ること

があります。（雑音が入る時はランプから１ｍ以上離してご使用下さい）

・交流電源100V（周波数が50Hz、60Hz）以外では使用しないで下さい。

<以下の器具には絶対に使用しないで下さい>

◆　断熱材施工器具　　◆　ランプと反射板との隙間が狭い器具　

◆　密閉形または密閉に近い器具　◆　非常用照明器具・誘導灯器具　

◆　水銀灯器具（ナトリウムランプ器具、メタルハライドランプ器具含む）

　上記以外にも、器具の種類(寸法や放熱性能など)や電源事情によっては

使用できない場合があります。

仕様 <I-LED超高演色>

使用上の注意 <HL共通>

 断熱材施工断熱材施工  

隙間が狭い

反射板  
熱 熱通気口

空気空気

 

密閉器具または
密閉に近い器具

通気口が無い

寸法図 <HL共通>

口金E11

φ50

φ26

口金E17

【φ70】

型番 7HL10AVF11M01 7HL10AVF11T01 7HL10AVF11K01 7HL10AVF11B01 7HL10AVF11N01 7HL10AVF11P01 7HL10AVF11S01

種類 美術館仕様 太陽光仕様 光彩色 美肌色 肉用 パン用 青果用

全光束 470ｌm 520ｌm 490ｌm 530ｌm 380ｌm 460ｌm 420ｌm

ビーム角

ビーム光束 150lm 165lm 155lm 170lm 120lm 145lm 135lm

最大光度 610cd 880cd 640cd 690cd 490cd 600cd 550cd

演色性 Ra95以上 Ra95以上 Ra88以上 Ra95以上 Ra94以上

定格消費電力

外形寸法

質量

希望小売価格(税抜) 14,100円 13,300円

13W

直径 70mm　高さ 78mm

95g

35度(広角)

13W

直径 70mm　高さ 78mm

95g

Ra97以上

35度(広角)

仕様 <I-LED>

仕様 <HL共通>

定格電圧 AC100V

力率 0.85以上

定格寿命 40000時間

使用環境 温度：0～35℃, 湿度：10～80% 結露なきこと

口金 E11　(E17サイズもご用意できます）

φ50

φ26

口金E11 口金E17

【φ50】

φ70φ70

φ28.4 φ28.4

株式会社エルム

〒897-1124　 鹿児島県南さつま市加世田宮原2398

電話：0993-53-6930　　 FAX:0993-53-7160

　　　e-mail : sales@elm.co. jp

 

http://www.elm.co.jp

オプション <HLφ70用>

■狭角レンズ　　参考価格　1,300円（税抜）

光を絞ることで、直下照度がアップ（約70%）します。

レンズ前面に取り付けます。

made in 出水（鹿児島）※「照明器具が黒ベースなので、電球も黒にしたい」というような塗装色

についてのご要望や、寸法に関するご相談など、できる限りご要望にお

応えします。詳しくはご相談ください。
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