
無料無料

照度分布図も！ 明るさ感の比較も！ 器具配置図も！

LEDマイページで、業務のリモート化・デジタル化を推進！

他社製の品番登録にも対応！ 新旧の器具比較も！ 照度分布図も！

※画面はすべてイメージです。

※一部の他社製品番の対応となります。ご了承ください。 ※表紙の注意事項をご確認の上、ご利用ください。

置き換え提案書・見積書作成サービス!置き換え提案書・見積書作成サービス!

www2.panasonic.biz/ls/catalog/lighting/products/mobile/ledmypage/LEDマイページ 検 索 「LEDマイページ | 照明器具検索 | 法人のお客様 | Panasonic」を選択 Ver.8

当社が提供する「置き換え提案書・見積書作成サービス」におけるクロスリファレンス検索※で参考にしている他社製品の情報は、各メー
カーで公開されている情報に基づき当社が推定したものであり、これらの情報は予告なく変更されることがあります。当社では、これらの
情報や検索後に表示される当社製品につきましては、情報の正確性・完全性に関しての一切の保証をいたしませんので、ご了承ください。 
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LEDマイページ

■お問合せ

〒571-8686　大阪府門真市門真1048　TEL（06）6908-1131（代表）
パナソニック株式会社　エレクトリックワークス社　ライティング事業部

LLCT1E1001　202110-1YKNこのチラシの記載内容は2021年10月現在のものです。
2021 本書からの無断の複製はかたくお断りします。

「空間条件設定」機能を使えば、
部屋の形を自在に描画！さらに
「従来器具の配置」機能で、
空間の形に応じて器具を
自動配置！

部屋条件を設定すれば、明るさ比較提案書も作成可能！

置き換え提案書・見積書作成サービスを使用

空間をかんたん描画
部屋の大きさ・形を登録するだけ！

器具をかんたん配置
自動で器具配置！

※LEDマイページ「置き換え提案書・見積書作成サービス」は、住宅・建築設備WEBビジネス会員さま限定のWEBサービスです。
　ご利用には会員登録および通信環境が必要です。通信費はお客様のご負担となります。また通信環境によっては、接続できない場合があります。
※LEDマイページは、小・中規模物件への弊社商品のリニューアル提案にご活用ください。
　当サービスの利用、または利用できないことに起因する損害等に対して、当社はいかなる責任を負うものではないことをご了承ください。

反射率も設定可能！

明るさ確認も可能！
カメラ位置も
設定できます!

器具の移動も
マウス操作で
簡単！
拡大も可能！

ワンクリックで
器具を自動配置！

マウス操作で多角形空間も
自在に描画できます！

器具別に、
設置高さが変更可能に！間口・奥行は画面上で設定 天井面/作業面の

高さは右側で設定

現場から
スマホで
データ入力！

リモートでも
進捗状況や
売上を管理！

他社製の
品番でも

器具情報を変換！

件名情報が
受け渡し可能に！
置き換えは

カタログ要らず！

ＮＥＷ
効果的なアウトプットを！効率的なインプットで

※クロスリファレンス検索とは、他社製品型式から当該他社製品と同等の当社製品をご提案する検索サービスです。



■皆さまへのアンケート結果より

現場調査の人手が足りない… リモートでも業務をうまく分担したい提案書は事務の方に  お任せしたい…

クラウドデータ連携で
もう確認できるのか！
さっそく提案書を作ろう

操作は簡単！

これは便利！
もうできたの！？
さっそく提出しよう

ひとりでお客様のところへ行
くことになったけど、スムーズ
に現調できるか不安…

在宅勤務だとカタログもな
いし、パソコンだけで作業
するのも大変…

調査票のスキャンを送る
から、置き換え提案書を
つくってくれない？

LEDマイページなら、
スマホ１つでかんたん現調！

それはなぜ？

LEDマイページなら、
カタログ無しでもかんたん置き換え！

それはなぜ？

現場調査の際のお困りごとは？ 提案書は誰が作成している？
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Ea sy!Ea sy!
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32.5%

20.5%

19%

18%

8.5%

LEDマイページ は、照明リニューアルの現場調査から、LED器具への置き換え、
見積書や提案書の作成までの業務を一貫したフローで支援する、工事店・販売店様向けツール。
マルチデバイス、クラウドデータ連携機能の強化により、ますます活躍の幅が広がっています。
この機会にぜひ活用をご検討ください。

カメラや脚立などの荷物が多い

人手が足りない

写真や資料が多すぎて整理できない

銘板が読めないなど十分な調査ができない

時間がかかる

しかも他社製の
品番での登録にも
対応しているのか！

1位

2位

3位

4位

5位

Excel（エクセル）
LEDマイページ「置き換え提案書・見積書作成サービス」（弊社ツール）
CO2削減 照明省エネ提案書作成ソフト（弊社ツール）
ルミナスプランナー（弊社ツール）
PowerPoint（パワーポイント）
Word（ワード）

2位
3位
4位
5位
6位

自身が作成する

自社の自分以外が作成する

外部の人に依頼する

1位

2位

3位

使い方は人それぞれ、
みんなのLEDマイページ

「荷物が多い」との
回答が最多！

約半数がご自身で作成！
自社内での分担も約3割。

提案書作成に用いるツールは？

28%

19%
15.5%

14.5%

12%

11%

約2割の方がLED
マイページを活用！

●Excel、Word、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Speedy!Speedy!

LED
マイページ

現場で

事務所で

1位

現場監督の方にも！ 若手職人の方にも！
提案業務から工程管理、
時には現場調査まで、
ひとりで何でもこなす
必要のあるあなたに！

現場調査に取付工事に
大忙し。業務を効率よく、
さらにクオリティも
向上させたいあなたに！

事務作業の方にも！
煩雑な資料整理や、
多岐にわたる書類作成。
少しでも業務の効率を
改善したいあなたに！

P5へ P7へ

提案書だけでなく、
売上予定まで立てられてる！

完璧だよ！

LEDマイページなら
リモートでも情報共有！

それはなぜ？ P13へ

あの件名の進捗状況
今日報告できる？

提案書作成はお願い
してたけど、すぐに
確認できない…

Great!Great!

LED
マイページ

事務
所でも

リモートでも

今回の現場調査、少人数で
来てほしいって言われちゃって。
任せていいかな？

LE  D
マイペ  ージ

現
場

で　 

在宅
で

ＮＥＷ

手持ちの見積書からでも
品番リストをコピーして
アップロードできるのね！

ＮＥＷ

お見積書
ご提案書

お見積書
ご提案書



■ワンポイントアドバイス

03 04

START!START!

LEDマイページ

LEDマイページの「かんたんスマホ現調」と「置き換え提案書・見積書作成サービス」を使えば、
照明のリニューアル提案の各種業務がもっとラクに、簡単に！
あなたの仕事が実際にどう変わるのか、以下のシミュレーションよりご覧ください。

LEDマイページで
あなたの仕事がどう変わる？

省エネ提案なら部屋を分けずに登録 他社製の従来器具品番　での登録にも対応！ 品番リストによる器具の一括登録が可能に！

現場調査 資料整理 資料作成 ご提案へ！

カメラにメモ帳、
荷物が多くて大変…

写真と器具の紐づけに
時間がかかる…

事務所へ移動して
資料整理を依頼

メールや社内
ネットワークで
データ共有

プリンターで
出力

ココが大変

事務所に移動するよりも早く
件名情報を受け渡し

置き換え器具の選定と
省エネ計算に時間がかかる…

スマホで写真と器具情報を
ラクに登録！ココが便利 自動でLEDに器具置き換え！

誰でも簡単に資料化できる！

写真と器具情報が紐づいて
いるから資料整理がラク！

省エネ計算も簡単な設定でOK！
新旧比較とコスト比較が同時に！

PDF形式で簡単ダウンロード！
そのままメール提出も！

提案書と見積書をそれぞれ
印刷するのが手間…

クラウドデータ連携で
件名情報の受け渡しが可能に！

明るさシミュレーションを必要としな
い省エネ提案であれば、部屋を分け
ずに登録することで、登録作業を簡略
化できます！

また部屋の複製機能を使えば、登録
後に部屋を移動させたり分割するこ
とも可能です。

銘板や図面資料などから従来器具品番
が読み取れる場合は、あらかじめ登録。
他社製の品番にも対応！細かい条件を
入力しなくても、品番から従来器具のス
ペックが読み取れるので、精度の高い
LED器具への自動置き換えが可能に！

エクセル形式の品番リストを
アップロードするだけで、器具
の一括登録・一括置き換えが可
能になりました！中～大型のリ
ニューアル件名などで、多数の
器具種類を登録しなければな
らない時に便利な新機能です。

・器具A
・器具B

・器具A
・器具B
・器具C
・器具D
・器具E
・器具F

従来の手法

デジカメ＆手書きメモ
で現場調査

パソコンの標準ソフトで
提案書作成

「かんたんスマホ現調」

「置き換え提案書・
見積書作成サービス」

資料作成が
簡単に！

現場調査が
ラクに！

部屋
１

・器具C
・器具D

部屋
2

・器具E
・器具F

部屋
3

部屋
なし

LED
マイページ

ＮＥＷＮＥＷ

双方向の
受け渡しが
可能！

P7へ

お見積書
ご提案書

お見積書
ご提案書

※一部の他社製品番の対応となります。ご了承ください。
※表紙の注意事項をご確認の上、ご利用ください。



さらに「器具情報登録」の
便利機能を使えば
器具情報をすばやくメモ！

「部屋情報登録」「器具情報登録」
機能を使えば
写真を撮って選ぶだけ！

スマホで撮影＆かんたん紐づけ！ 器具詳細をかんたん登録！！

部屋写真を登録
部屋の写真をスマホのカメラ機能を利用して撮影

器具の詳細情報を登録
既設器具の情報を簡単登録

入力情報から器具リストを自動作成。お急ぎ現調は図面
プロットなしのQuickモードで。

iPadでの現調なら現調playerで！
スマホから件名情報の
受け渡しも可能！

便利な使い方

1
2
3

05 06

ダウンロードはこちら

現調プレーヤー 検 索

情報チェックリスト
①スタイル
②取　　付
③形　　状
④灯　　数
⑤明 る さ
⑥寸　　法

： ベースライト
： 直付型
： 富士型
： 2灯
： Hf32
： 1250×200（採寸）

明るさやサイズなど、選択項目から
選ぶだけで詳細情報を登録！

従来品番の直接入力または、
自動読み取りの結果から、
スペック情報を展開して登録！

銘板写真から文字情報を自動で
読み取り可能に！

従来器具の詳細は
他社製の品番登録にも
対応！

部屋と同様の手順（P05 ）で、
器具の複製も可能です！

部屋情報は
登録なしでも
器具情報の登録に
進めます！

いずれかの方法で
登録可能！

条件選択
品番の手入力
品番の自動読み取り

部屋名称・フロア・用途を
選んで、部屋写真を登録！

1

2

3

登録
完了

器具写真を登録
既設器具写真をスマホのカメラ機能を利用して撮影

器具スタイルと写真
のみで既設器具を
サクサク登録！

デジカメいらずで
手間と時間を削減！

器具の写真は4枚まで
登録可能！

かんたんスマホ現調を使用

ＮＥＷ

※撮影した写真は端末には保存されません。

※LEDマイページ「かんたんスマホ現調」は、住宅・建築設備WEBビジネス会員さま限定のWEBサービスです。ご利用には会員登録および　　　通信環境が必要です。通信費はお客様のご負担となります。また通信環境によっては、接続できない場合があります。

※撮影した写真は端末には保存されません。

※一部の他社製品番の対応となります。ご了承ください。
※表紙の注意事項をご確認の上、ご利用ください。

間口・奥行・天井高さ・
作業面高さや、年間点灯
時間などの詳細情報も
登録可能！

部屋や器具の複製が
可能に！



品番リストによる器具の一括登録が可能に！ Excel形式のリストをアップロードして器具登録！

器具情報を登録 かんたん置き換え
従来器具情報を、条件指定や品番入力でかんたん登録！

かんたんスマホ現調を
ご使用の場合は登録不要！
自動でかんたん置き換え ワンクリックで自動置き換え！従来器具写真の登録、提案器具の変更も可能！

「提案書作成シート」では、
自動置き換えの結果を表示！
器具写真の登録も可能！

「従来器具の登録」機能を使えば、
選択肢の中から条件を
選ぶだけで置き換え可能！

現調したら、従来器具条件を選ぶだけ！ もっとも省エネなLED器具に自動置き換え！

07 08

冷陰極ランプの誘導灯も
登録可能

リニューアルプレートや
電源ユニットまで自動登録！

備考としてオプション情報が登録され、
器具価格にも反映されます！
（誘導灯・ダウンライト・スポットライト等）

備考

提案器具の写真も
変更可能に！

特注品や加工品、
その他電気設備
などの場合、任意
の画像を登録可能に！

品番入力でスペック登録。
他社製の品番にも対応！

現場で撮影した
器具写真を登録！

銘板やランプ・
天井写真
など最大4枚まで
登録可能に！

置き換え提案書・見積書作成サービスを使用

品番リストをアップロードするだけで、置き換え登録が可
能になりました！多数の器具種類を登録する必要がある中
～大型件名のリニューアル提案に便利な新機能です。

その他
電気設備

照明器具以外の
その他電気設備にも対応！
器具情報を直接入力できます。

※LEDマイページ「置き換え提案書・見積書作成サービス」は、住宅・建築設備WEBビジネス会員さま限定の　　　WEBサービスです。ご利用には会員登録および通信環境が必要です。通信費はお客様のご負担となります。また通信環境によっては、接続できない場合があります。

空欄の品番リストを
ダウンロードして…

品番と必要事項を
入力してアップロード！

ＮＥＷ

1 2

最も省エネな器具を提案1
として自動で選定します。

従来器具スタイルと
条件から設定する場合

1

2

従来品番はもちろん提案品番でも対応可能！

ＮＥＷ

従来器具品番を5文字以上入力すると、
置き換え候補になる品番と
基本スペックを表示！

※一部の他社製品番の対応となります。ご了承ください。
※表紙の注意事項をご確認の上、ご利用ください。

Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

従来器具品番から設定する場合



提案器具を変更・追加
提案器具の変更・追加が簡単な画面操作で可能！

提案プランや見積条件を編集
掛け率や工事単価など、提案情報を自由にカスタマイズ！現調情報の編集も可能に！

提案書・見積書作成（P11）へ

ご要望に応じて、あらゆる器具をご提案！

※LEDマイページ「置き換え提案書・見積書作成サービス」は、住宅・建築設備WEBビジネス会員さま限定の　　　WEBサービスです。ご利用には会員登録および通信環境が必要です。通信費はお客様のご負担となります。また通信環境によっては、接続できない場合があります。

お見積に、掛け率・工事単価・値引きを反映！

「器具条件一括設定」機能を使えば、
提案プランや見積条件も
自在にカスタマイズ！

「提案器具編集」機能を使えば、
特定の機能・品番など自在に
提案器具をカスタマイズ！

09 10

候補一覧は省エネ順に表示。
光束順などに変更可能！

器具ごとの工事費はもちろん、
一括工事費や
調整値引きなどの

新項目を追加！見積に反映！

条件を変えたり、
提案器具の品番を入力して候補一覧を表示！

照明器具1台に対して、
オプション器具を複数登録可能に！
台数も任意に変更できます！

誘導灯パネルの品番指定も可能！
両面の場合はパネル裏として登録できます。

点灯時間や消費電力、保守率、備考などの情報も編集可能！

TOKUTYU

品番の直接入力によって
提案器具を設定することも可能！

候補一覧から選んで提案器具を設定！
最大３品番までの比較提案が可能！

「>」「＜」ボタンを操作することで
簡単に提案1～3の入替えは可能！

特注品など既定の器具以外の
品番の直接入力にも対応！

登録台数を変更することで、従来器具と
提案器具の台数違いの提案も可能！

オープン価格商品の
単価も登録可能！

FA20312LE1FA20318LE1

チェックして再検索すれば、従来条件を
上書きして変更することも可能！

置き換え提案書・見積書作成サービスを使用



11 12

各種データのダウンロードも可能！

見積書PDF

提案書PDF

器具写真一覧や
小組一覧、選定一覧、
電気容量表をまと
めてダウンロード！

姿図CADデータを
スタイルプロッター
で開いて、姿図一覧
表を作成！

CSV形式の見積データをエクセルで開いて、
仕入れ・見積り情報を確認！

「提案書ダウンロード」機能を
使えば、本格的な提案書を
かんたんダウンロード！

登録が済んだら、出力するシートを選ぶだけ！

提案書をダウンロード！
金額を確認したら、見積書/提案書PDFをダウンロード！

提案書・見積書を編集！
提案書の内容を編集したり、見積書の作成も可能！

提案書のシートを選択

見積書を
ダウンロード

「提案書作成」機能を使えば、
提案書や見積書を自由に
カスタマイズ可能！

カスタマイズした見積書・提案書をそのまま提出！

省エネ・コスト比較

床面照度比較（常時/非常時）

器具別写真・省エネ一覧

材工別見積書

照明設計資料 姿図CADデータ 見積管理書CSV個別に登録した既設の器具写真と
提案器具情報をセットで
表示できる！ 兼用非常灯の常時/非常時

の明るさシミュレーション
にも対応！

器具・工事費別の見積書。
A4縦のフォーマットだから、
そのまま提案先に提出できる！

税込み(10%）
表示にも対応！

ABC 電気

〒000-0000

大阪府門真市門真 0000

Tel:00-0000-0000 Fax:00-0000-0000

第三営業部

松下 太郎

置き換え提案書・見積書作成サービスを使用

提案書の編集や見積書
もセットで作成したい
場合は「ページ選択して
提案書・見積書を作成」を、
ワンクリックで省エネ
提案書を作成したい場合
「ビジュアルアップ提案
書」を選択！

ランニングコスト比較と、
イニシャルコストを含むトータル
コスト比較がそれぞれ表示できる！

件名や提出先などの
改行の指定が可能に！

件名情報や会社情報の
保存・登録が可能に！

※LEDマイページ「置き換え提案書・見積書作成サービス」は、住宅・建築設備WEBビジネス会員さま限定の　　　WEBサービスです。ご利用には会員登録および通信環境が必要です。通信費はお客様のご負担となります。また通信環境によっては、接続できない場合があります。



●送信側 ●受信側

件名情報の「受け渡し」機能で
自身の件名リストから
特定の件名情報を
受け渡すことが可能！

件名情報を受け渡して、提案書作成や見積確認を依頼！

件名リストをチェックして、売上集計を実行
設定条件に応じて、件名の進捗や売上集計を確認！

件名情報を「受信」する
共有されたIDを登録して、受け渡し件名を受信！

件名情報を「送信」する
IDを発行・共有、件名と送り先を指定して送信！

「売上集計」機能を使えば
売上や進捗状況の管理、
さらに売上目標の
達成状況まで把握できる！

自身や複数メンバーの件名の、売上や進捗状況を管理！
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置き換え提案書・見積書作成サービスを使用

LED
マイページ

件名を別のユーザーに受け渡す
と、ご自身の件名一覧からは当
該件名が削除されます。

件名を複製した上で複製元の
件名を受け渡す場合、受け渡し
先のユーザーが部屋や器具の
写真を編集・削除すると複製件
名にも反映されます。

受け渡し機能ご利用にあたってのご注意

会社情報の登録・変更画面では、会社名・部署名・見積担
当者名・住所・電話番号などの自社情報を、事前に登録し
ておくことができます。

便利な使い方

※提出先や担当者名などに個人情報が含まれる場合は、必要に応じて削除されるなど取扱いに十分ご留意のうえ、受け渡し操作を行ってください。
 　また設定された仕入金額および見積金額も受け渡される件名情報に含まれますので、併せてご注意ください。

担当者を設定 売上予定月を設定

期間や進捗で絞り込める！

1
売上目標を設定して
達成率をチェックできる！

2

担当者で絞り込める！

3

！ 

フリー項目でも絞り込める！

4

******というIDを
発行しました！

連絡いただいたIDを
登録しました！

相手先名称を
入力してIDを発行

1 共有された
IDを登録

2

受け渡したい件名を選択して
送り先を指定して送信

3

準備完了！

絞込み項目を設定して
売上集計を実行！

件名の進捗状況や
売上予定を確認！

受け渡し完了！

※LEDマイページ「置き換え提案書・見積書作成サービス」は、住宅・建築設備WEBビジネス会員さま限定の　　　WEBサービスです。ご利用には会員登録および通信環境が必要です。通信費はお客様のご負担となります。また通信環境によっては、接続できない場合があります。


